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休館日：10月６日（月）・20日（月）
　　　　10月７日（火）は資料整理日です

文化会館（コスモホール）
ふれあい交流館

図書館
休館日：10月６日（月）・20日（月）
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③ガラスの写真立て教室
　板ガラスの上に色ガラスを使って絵を描き、溶かして
文字盤の模様にします。
と　き　10月18日（土）、19日（日）、25日（土）、26日（日）
時　間　９：30～12：00、
　　　　13：30～16：00
参加費　500円　　　
定　員　各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

①ガラスのリメイク
　熱で柔らかくしたガラスびんからコップを作ります。
と　き　10月４日（土）、５日（日）
時　間　９：30～、10：50～、13：30～、14：50～（各70分間）
参加費　500円　　　定　員　各回２人
※作品は後日の引渡しとなります。
②ガラスのアクセサリー教室
　色ガラスを加工してストラップやヘアアクセサリーな
どを作ります。
と　き　10月11日（土）、12日（日）、11月２日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人

申込・問合先　☎437-7671（９：00～16：00）
対　　象　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人（低学年は保護者同伴）　※①は小学４年生以上が対象です。

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

第16回COSMO夢コン
音のフェスティバル

10/1 水 vol.218 エルマーノ【クラシック】

C O SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサート

開演19：00（開場18：30）

11/5 水 vol.219 加古雅道会【雅楽】
Suite（スーツ）【クラシック】

宝くじ文化公演　TAO DRUM ROCK

　毎年恒例の海外合唱団（モ
スクワ）と兵庫稲美少年少
女合唱団とのハーモニーを
お楽しみください♪
と　き　10月12日（日）
開　演　14：00（開場 13：30）
入場料　全席指定席 2,000円（当日2,500円）
※5歳以上有料　※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

　20か国・400都市、世界観客動員
数600万人を誇るドラム・アート・パフ
ォーマンス。伝統楽器を用いながら
概念にとらわれない音楽、極限まで
鍛えあげたアーティストが演奏する
圧巻の舞台。
　今回は特別LIVEバージョンをお届けします。
と　き　11月18日（火）
開　演　18：00（開場 17：30）
入場料　全席指定席　一般2,000円（当日2,500円）
　　　　高校生以下1,000円（当日1,500円）
※5歳以上有料　※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

入場無料入場無料

好評発売中

好評発売中

好評発売中
－ボーカルの精鋭たちがジャンルを越えた美しい響きを創る－

ボーカデミアコンサート2014
ボーカル・アンサンブル

「十七人のサムライ」LIVE

“T’s GARDEN”
岡村孝子コンサート2014
“T’s GARDEN”

コスモホール　～工事休館のお知らせ～
　舞台機構改修工事のため、次の期間コスモホール
を休館します。皆さまにはご迷惑をおかけします
が、何卒よろしくお願いします。
休館期間　平成27年1月16日（金）～3月25日（水）
※なお、ふれあい交流館、図書館については通常  

どおり開館しています。

　夢コンサート登録団体が一同に集う年に1回のイベント。
今年の大合奏のテーマは「世界の子守歌」です。ブラームス
の子守歌などを新アレンジで演奏します。
と　　き　11月16日（日）
開　　演　13：30（開場 13：00）
出演団体　コスモシンフォニックウィンズ、
　　　　　音の宝石箱、兵庫稲美少年少女合唱団　ほか
※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

要入場整理券（無料）
コスモホール事務所にて

発行中

『小さいおうち』
　昭和初期、東京郊外に佇む赤いやねの家に奉公した女中タキ
が見た、ある“恋愛事件”。その時、タキが封印
した秘密が、66年の時を経た今、タキにつな
がる青年の手で紐解かれていく。

～世界が認めた日本映画～

と　き　11月22日（土）
開　演　14：00（開場　13：30）
入場料　全席自由席　500円
　　　　（当日券のみ10時から発売します。）
主　催　NPO法人いなみ文化振興協会
共　催　稲美町教育委員会 ©2014「小さいおうち」

製作委員会

と　き　11月３日（月・祝）
開　演　17：00（開場 16：30）
入場料　全席指定 4,500円（当日5,000円）

今も世代を超え親しまれる「夢をあきらめないで」を始めと
する心に響く歌で癒されるひとときをお楽しみください。

※5歳以上有料
※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

新しく入った本

請求記号一般書

読む力が未来をひらく 脇　明子／著 019  ワ
ある日、私は友達をクビになった エミリー・バゼロン／著 371  バ
オン・オフ使える大人のソーイング 日本ヴォーグ／出版 593  オ
四人組がいた。 高村　薫／著 Ｆ タカ

光と音のない世界で 池田　まき子／著 Ｊ  36  イ
希望の海へ マイケル・モーパーゴ／作 Ｊ 93 モパ

請求記号
児童書

ヘンテコクレヨン みやにし　たつや／作・絵 　Ｅ  ミ
じつはよるのほんだなは 澤野　秋文／作 　Ｅ  サ

絵本 請求記号

図書館情報図書館情報図書館情報

＊おりっこの会＊　　　　※おりがみは用意しています。
　10月25日（土） 11：00～ 次回　11月22日（土）
　対象：小学校低学年まで　　人数：10人程度

おりがみ教室　（図書館おはなし室）

おはなし会　（図書館おはなし室）
＊としょかんえほん会＊
　10月 ４ 日（土）　11：00～ 次回　11月 １ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　10月21日（火）　11：00～ 次回　11月25日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　10月11日（土）　11：00～ 次回　11月 ８ 日（土）

＊スプーンおばさん＊
　10月18日（土）　14：30～ 次回　11月15日（土）

※詳しくは図書館までお問い合わせください。
くわ と あとしょかん

ちょみらいよ ちから わき あきこ

ちょともだちひ わたし

ちょ

つか おとな しゅっぱん

かおるたかむら  よ にんぐみ

いけ だ せ かいひかり おと こ ちょ

さく き ぼう うみ

えさく

さくさわ の あきふみ

展示期間　11月５日（水）～９日（日）
　　　　　9：00～17：00（9日は15：00まで）
と こ ろ　ふれあい交流館　２階ホール
主　　催　稲美町・稲美町教育委員会
運営協力　稲美町美術協会
※作品受付は、10月11日（土）10：00～16：00

　民舞・詩吟・邦楽などの発表、いけばなの展示にお茶
席も用意しています。大抽選会もお楽しみに！
と　き　11月24日（月・祝）10：20～
ところ　稲美町立文化会館　コスモホール
主　催　稲美町芸能フェスティバル実行委員会
　　　　稲美町文化連盟

出演者募集　高校生以下【若干名】

日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真の各部門の
入選作品を展示します。

多数のご来場をお待ちしています。

稲美町美術展

芸能フェスティバル

ちょうそ

　お弁当づくりを通して親子のコミュニケーションを深
めましょう！
　仕事に家庭に地域活動に、大活躍のお父さん講師が登場!!
と　　き　10月26日（日）10：00～14：00
と こ ろ　ふれあい交流館　調理実習室
講　　師　藤田　和昌先生
対　　象　５歳～小学生児童とその男性保護者
定　　員　12組（先着順）
※必ず児童１人につき保護者１人で申し込みください。
参 加 費  1,500円（キャラ弁グッズ代込）
受付開始  10月１日（水）9：00より

チャレンジクッキング

編物体験講習会参加者募集編物体験講習会参加者募集

お父さんと一緒にキャラ弁

かずまさ

第47回　稲美町菊花展
と　　き　10月17日（金）～11月９日（日） 9：00～17：00
会　　場　いなみ文化の森　南側駐車場
主　　催　稲美町・稲美町教育委員会
共　　催　稲美菊の会（ふれあい交流館サークル）

いなみ野音楽祭いなみ野音楽祭いなみ野音楽祭
　子どもから高齢者まで様々な人たちが、コーラス
や吹奏楽を発表するコンサートです。多数のご来場
をお待ちしています。
と　き　11月２日（日）
　　　　12：30開場　13：00開演
ところ　稲美町立文化会館　コスモホール

いなみ野山野草展～秋～

秋 季 盆 栽 展

と　き　10月18日（土）9：00～17：00
　　　　10月19日（日）9：00～16：00　
ところ　ふれあい交流館　研修室・ギャラリー
主　催　稲美町・稲美町教育委員会
主　管　いなみ野山野草の会（ふれあい交流館サークル）

と　き　10月24日（金）～26日（日）
　　　　９：00～17：00（26日は15：00まで）
ところ　ふれあい交流館　２階ホール
主　催　稲美町・稲美町教育委員会
主　管　稲美町盆栽同好会（ふれあい交流館サークル）

おしゃれで重宝な小物を作ろう！！
と　　き  11月１日（土）　
　　　　　①9：30～12：00　②13：15～16：15
と こ ろ　ふれあい交流館　ギャラリー2
講　　師　編物サークル（ふれあい交流館サークル）
定　　員　各６人（先着順）
材 料 費　500円～1,500円程度
受付開始　10月１日（水）9：00より
※見本は事務所前に展示しています。

作 品 展　10月21日（火）～11月１日（土）
と こ ろ　ふれあい交流館ギャラリー 1
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