
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：４月６日（月）・20日（月）
　　　　４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：４月６日（月）・20日（月）

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』
　水泳教室の無料体験を日曜日に実施しています。この機会に
ぜひ参加してみませんか。
と　　き　4 月 5 日、12 日、19 日、26 日（いずれも日曜日）
　　　　　幼児⇒ 9:30～10:00　小学生⇒10:15～11:45
内　　容　水なれから、バタ足までそれぞれのレベルに合わ

せたレッスンです。
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
対　　象　3歳児から小学生まで

※オムツが外れていて、トイレの意思表示ができる
子どもに限ります。

定　　員　５人（期間内１人１回のみ）
料　　金　無料
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

と　　き　毎週金曜日　14:00 ～ 15:00
内　　容　バレエの動きを用いたエクササイズやストレッチで基

本姿勢を練習します。また、段階的にステップを練習し、
少しずつ本格的なバレエの動きの習得を目指します。

と こ ろ　いなみアクアプラザ
対　　象　16歳以上の運動が行える健康状態にある人

※18歳未満は保護者の同意が必要です。　　　

月 会 費　5,000円
持 ち 物　トレーニングウェア・トレーニングシューズ・タオル

※レオタード・バレエシューズを持ってきていただいても構
いません。ただし、トウシューズは使用できません。

申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中
※電話での申し込みはできません。　　

③『おとなバレエ教室』　会員募集③『おとなバレエ教室』　会員募集③『おとなバレエ教室』　会員募集 　バレエの動きやエクササイズに挑戦してみませんか？綺麗な姿勢や美しいスタイルを
目指しましょう！！ 初心者の人だけでなく、過去にバレエ経験のある人も大歓迎です！！

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１
　　　　　（毎週火曜日：休館日）

②大好評 !!『２週間体験』②大好評 !!『２週間体験』②大好評 !!『２週間体験』
　一般利用者を対象としたフィットネス会員・プール会員の２週
間体験です。
と　　き　４月１日（水）～30日（木）
内　　容 【フィットネス会員体験】

①トレーニングルームフリー使用可　②スタジオプロ
グラム参加可  ③プールフリー遊泳可

【プール会員体験】 プールフリー遊泳可
と こ ろ　いなみアクアプラザ
対　　象　未入会の人

※体験コースとしての利用は２週間のみです。
　　　　　16歳以上の運動が行える健康状態にある人

※18歳未満は保護者の同意が必要です。
定　　員　なし
料　　金　フィットネス会員体験：３,000円
　　　　　プール会員体験：2,500円 
申込方法 いなみアクアプラザ内で受付中
　　　　　※電話での申し込みはできません。
そ の 他　トレーニングルームは30分程度の初回講習会を受

けてから利用できます。

『アルプスの少女ハイジ』『アルプスの少女ハイジ』

5月17日（日）
10：00～
前売発売開始

ミュージカル
劇団東少

松竹新喜劇　爆笑公演
松竹創業120周年　
　昭和の喜劇王と称された藤山寛美の孫

“藤山扇治郎”や渋谷天外、曽我廼家寛太郎
を中心に繰り広げられる喜劇
『裏町の友情』『駕籠や捕物帳』
と　き　５月31日（日）
開　演　14：00（開場13：30）
入場料　全席指定 5,200円（当日5,700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。

せんじろう しぶや てんがい そ　が の　や かんたろう

好評発売中 藤山扇治郎

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

4/8 水 vol.222 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）

5/13 水 vol.223

※4、5月は第2水曜日に開催します。

Seele（ゼーレ）【クラシック他】
コスモシンフォニックウィンズ【吹奏楽】

入場無料入場無料

第23回　コスモ吹奏楽祭
＝町制施行60周年記念＝

　町制60周年を記念して、町内の２中学校に加え、
近隣の高校、大学の吹奏楽部
等６団体で吹奏楽祭を開催し
ます。
と　き　７月12日（日）
開　演　14：00（開場13：30）
出演者　稲美中学校、稲美北中学校、
　　　　コスモシンフォニックウインズ他３団体
※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）

5月3日（日・祝）
発行開始

　アルプスで自由に生きる純真なハイジの物語が、歌と
バレエで構成されたミュージカルに。大人から子どもま
でお楽しみいただけます。
と　き　８月１日（土）
開　演　午前の部10：30（開場10：00）
　　　　午後の部14：00（開場13：30）
入場料　１階席1,500円
　　　　２階席1,000円【全席指定席】
※午前の部は、町内幼稚園の団体鑑賞を優先します。

新しく入った本

請求記号一般書

「ステキだね」と言われる女性になれる本 西出　ひろ子／監修 385  ス
ツバメの謎 北村　亘／著 488  キ
からだにおいしい缶詰レシピ 今泉　マユ子／著 596  イ
朽ちないサクラ 柚木　裕子／著 Ｆ  ユズ

わらうプランクトン ひらい　あきお／著 　Ｊ  46  ヒ
あまねく神竜住まう国 荻原　規子／作 Ｊ 91 オギ

請求記号児童書

じゅんびはいいかい 荒井　良二／作 Ｅ  ア
ティモシーとサラちいさなとしょかん 芭蕉　みどり／作・絵 Ｅ  バ

絵本 請求記号

図書館情報図書館情報図書館情報

おはなし会　（図書館おはなし室）

　臨時職員（学生アルバイト）の登録を希望する人は、
総務課人事係に申し込んでください。
■募集職種　事務補助員（学生アルバイト）
■職務内容　稲美町立図書館での事務補助全般
■勤 務 日　土・日・祝日の８：30～18：15のうち６

時間45分、７月１日～８月31日の８：30
～20：15のうち６時間45分

■勤務場所　稲美町立図書館
■応募資格　18歳以上の学生（大学・短期大学・専門学

校等に在籍する人）
■受付期間　随時（平日午前８時30分から午後５時15分）
　　　　　　※郵送による申込みも可能です。
■申 込 先　総務課人事係　（役場本館２階）
■必要書類　臨時職員登録申込書【図書館事務補助員（学

生アルバイト）】
※総務課に備え付けのもの、または稲美町

ホームページに掲載しているもの
■そ の 他　登録をされた人の中から、業務の必要に応

じて採用します。（必ず採用されるとは限り
ませんので、ご了承ください）

■問 合 先　・登録の手続き等に関すること
　　　　　　　総務課人事係　☎492-9131
　　　　　　・職務の内容等に関すること
　　　　　　　稲美町立図書館（いなみ文化の森）
　　　　　　　☎492-7800

図書館臨時職員（学生アルバイト）登録募集

＊としょかんえほん会＊
　４月11日（土）　11：00～ 次回　 ５ 月 ９ 日（土）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　４月25日（土）　11：00～ 次回　 ５ 月30日（土）

＊スプーンおばさん＊
　４月18日（土）　14：30～ 次回　 ５ 月23日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　４月21日（火）　11：00～ 次回　 ５ 月26日（火）

※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

い ほんじょせい にし で  こ かんしゅう

ちょわたるきたむらなぞ

かんづめ ちょこいまいずみ

ちょゆ ず き ゆ う こく

ちょ

さくすしんりゅう くに おぎわら の り こ

さくあ ら い りょうじ

えさくばしょう

テーマ「常識外の一手で勝利をつかむ」
講師　日本将棋連盟会長 谷川 浩司氏

こうじ

町制施行60周年記念 講演会

と　　き　４月29日（水・祝）
と こ ろ　ふれあい交流館　２階ホール
開　　演　14：00（開場 13：30）
入場方法　入場券（無料）が必要となります。

※入場券は下記の応募要領に従い、往復
はがきに必要事項を記入のうえ申し込
んでください。

主　　催　コスモホール文化振興協会
共　　催　稲美町・稲美町教育委員会
後　　援　公益社団法人日本将棋連盟
協　　力　いなみ将棋塾、日本将棋連盟稲美支部

町制施行60周年

　１月25日～３月21日に実施された、書道、囲碁、手
芸、お花でデコレーション、琴、編物、陶芸教室の写
真を展示しています。
　と　き　４月12日（日）まで
　　　　　９：00～17：00
　ところ　ふれあい交流館　ギャラリー

ふれあい体験教室写真展

春を飾る山野草が、皆さんをお待ちしています。
と　き　５月９日（土）～10日（日）　9：00～17：00
　　　　（ただし、10日（日）は16：00まで）
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　<ふれあい交流館サークル>いなみ野山野草の会

いなみ野山野草展～春～

季節の盆栽・山野草を多数展示します。
と　き　5月22日（金）～24日（日）
　　　　9：00～17：00（ただし、24日（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　 <ふれあい交流館サークル>稲美町盆栽同好会

さつき盆栽展

菊作りを体験しませんか。
と　き　５月17日（日）10：00～12：00
ところ　ふれあい交流館　創作棟
主　催　稲美菊の会（ふれあい交流館サークル）
定　員　10人　　参加費　無料　菊の苗３本プレゼント
申込受付　４月２日（木）9：00～

菊作り体験参加者募集

応募要領
応募資格　小学４年生以上
応募方法　往復はがきに下記のとおり記入し申し
　　　　　込んでください。
募集人数　150人（応募多数の場合は抽選により決定します）

※抽選結果は応募者全員に、４月14日（火）
　頃に発送します。

募集期間　３月20日（金）～４月10日（金）必着

6  7  5  1  1  1  4

〔応募はがき記入例〕
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