
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：６月１日（月）・15日（月）
　　　　６月２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：６月１日（月）・15日（月）

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

① 『夏休み短期水泳教室』参加者募集中① 『夏休み短期水泳教室』参加者募集中① 『夏休み短期水泳教室』参加者募集中
　毎年好評の、夏休み短期水泳教室を今年度も実施します。
この機会にぜひご参加ください。
と　　き

と こ ろ
対　　象
料　　金
申込開始日
申込方法

そ の 他

７月27日（月）～ 30日（木）  ４日間
８月３日（月）～ ６ 日（木）  ４日間
※いずれの日程も午前中に60分クラスを2回実施予定です。
いなみアクアプラザのプール
幼児（３歳児～就学前）・ジュニア（小学1～6年生）
各5,000円（４日間）  
6月８日（月）　10：00から受け付けます。
アクアプラザの受付で、参加費を添えて申し込んでください。
※電話でも予約できます。
　ただし、電話予約後一週間以内に入金がない場合は無効となります。
詳しくは6月7日（日）新聞折込み以降、ホームページまたは、
いなみアクアプラザ受付までお問い合わせください。

　一般利用者対象のフィットネス会員・プール会員の2週間体験
です。まずは2週間体験コースでお試しください。プールやトレ
ーニングルームの他に、ヨガやエアロビクスなどのスタジオプロ
グラムにも参加可能です。

と　き
内　容

ところ
対　象

定　員
料　金

申込方法

６月１日（月）～29日(月）　
【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】 ①プールフリー遊泳可
いなみアクアプラザ
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）
なし
フィットネス会員体験：3,000円（2週間）
プール会員体験：2,500円（2週間）
いなみアクアプラザ内で受付中（電話申込不可）
※トレーニングルームは初回講習会を受けてから受講できます。

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496－5851（毎週火曜日：休館日）

③大好評!!『２週間体験』 ③大好評!!『２週間体験』 ③大好評!!『２週間体験』 

②『2015年度 短期水泳教室通年会員』募集中②『2015年度 短期水泳教室通年会員』募集中②『2015年度 短期水泳教室通年会員』募集中
　夏休み、冬休み、春休み短期水泳教室の通年会員を募集します。
一度申し込み手続きをすると、その後の冬休みと春休みの申し込
みは不要になります。また、2015年度の3回の短期水泳教室に優
先的に参加することができます。初めて参加する人や毎回参加さ
れている人も、ぜひご利用ください。
と　き

ところ
対　象
料　金
申込開始日
申込方法

その他

＊夏休み短期水泳教室　７月27日（月）～30日（木）、
または ８月３日（月）～６日（木）

＊冬休み短期水泳教室(予定)　12月25日（金）～27日（日）
＊春休み短期水泳教室(予定)　平成28年3月28日（月）～31日（木）
いなみアクアプラザのプール 
幼児（3歳児～就学前）・ ジュニア（小学1年～6年生）
12,000円
６月８日（月）　10：00から受け付けます。
アクアプラザの受付で、参加費を添えて申し込んでください。
※電話でも予約できます。
　ただし、電話予約後一週間以内に入金がない場合は無効となります。
全期キャンセル：夏休み教室開始１週間前までの手続きで全額返金
各短期教室別キャンセル：それぞれ開始１週間前までの手続きで各期料金の返金
キャンセル締切日…夏休み短期教室：7月19日（日）または 7月26日（日）

冬休み短期教室：12月18日（金）
春休み短期教室：３月20日（日）

詳しくは６月７日（日）新聞折込み以降、ホームページまたは、
いなみアクアプラザ受付までお問い合わせください。

　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
　スイミングスクールに通わせるか迷われている人、子ども
が１人でプールに入れるか不安な人など、この機会にぜひ
参加してみませんか。
と　　き

定　　員
と こ ろ
申込方法

６月14日、21日、28日（いずれも日曜日）
７月５日、12日、19日（いずれも日曜日）
幼 児 ⇒ 9：30～10：00    小学生 ⇒ 10：15～10：45
各５人まで（体験は１人１回のみ）
いなみアクアプラザのプール
いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

④『幼児・小学生水泳教室無料体験』   ④『幼児・小学生水泳教室無料体験』   ④『幼児・小学生水泳教室無料体験』   

と　き　6月27日（土）
上　映　14：00（開場  13：30）
入場料　全席自由席 500円（当日券のみ）
　　　　入場券は当日正午から販売します。
主　催　NPO法人いなみ文化振興協会
共　催　コスモホール文化振興協会

シャーロット･ケイト･フォックス コンサートシャーロット･ケイト･フォックス コンサートシャーロット･ケイト･フォックス コンサート

と　き　８月22日（土）
開   演　16：30（開場  16：00）
入場料　全席指定席 5,000円
　　　　（当日5,500円）

★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

6/3 水 vol.224
兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
さくら【クラシック】

開演19：00（開場18：30）

7/1 水 vol.225
さくら【クラシック】
音の宝石箱【クラシック 他】

入場無料入場無料

　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、東播磨高等学校、

　県立農業高等学校、兵庫大学の各吹奏楽部、
　コスモシンフォニックウィンズ

※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

　日本中を魅了した
“朝のヒロイン”がやってくる

※広報いなみ５月号掲載の開演及び
　開場時間が変更になっていますのでご注意ください。
※5歳以上有料　※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

Charlotte  Kate  Fox

映画『ぼくたちの家族』映画『ぼくたちの家族』映画『ぼくたちの家族』
突然告げられたお母さんの余命。
　　その日から、ぼくたちは奇跡を信じて動き出した̶。
　数々の賞を総なめにした「舟を編む」の石井裕也監督
が、《家族》に向き合い、全力で挑んだ最高傑作
　２人息子は社会人と大学生。父と母は郊外の一軒家に
住んでいる、平凡な家族。しかしある日、母玲子に「脳
腫瘍」が発見される。すで
に末期症状であり、余命 
１週間を宣言されてしま
う。昨日まで元気だった母
と家族に突然訪れた事件。
それはやがて、“普通の家
族”に潜んでいた秘密、本
音を表面化させていく̶。

要入場整理券
（無料）

好評発行中

好評発売中

好評発売中

＝町制施行60周年記念コンサート＝

劇団東少
『アルプスの少女ハイジ』『アルプスの少女ハイジ』ミュージカル

　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。

COSMO なりきりグランプリ2015出演者募集
　あなたもコスモホールのステージで有名人になりきっ
てみませんか？グランプリ、準グランプリ他、
賞金、賞品が用意されています。
○と　　き　９月13日（日）
○開　　演　13：30（開場  13：00）
○応募方法　はがきに代表者（出演者）の郵便番号、住

所、電話番号、氏名、出演人数、出演者の年齢、だれの
なりきりをするのか、曲名、どんなパフォーマンスを
するのかを書いて、〒675-1114　稲美町国安1286-1
コスモホール　なりきりグランプリ係　までお送りく
ださい。書類選考後、結果を全員に発送します。

○締　　切　６月30日（火）必着
○出 演 料　3,000円
○企画・運営　コスモホールオペレータークラブ
　　　　　　　コスモレディサークル
※なお、合格者は8月8日（土）午前中に開催予定の二次選考

会への参加と各自で準備した音源の提出が必要です。

Ⓒ2013「ぼくたちの家族」製作委員会

新しく入った本
請求記号一般書

読んだら忘れない読書術
すてきな漢字に出あえる赤ちゃんの名づけ事典
キュンとかわいいボールペンイラストBOOK
ぱっちり、朝ごはん

019  カ
148  ス
726  カ
Ｆ  パツ

樺沢  紫苑／著
大修館書店編集部／編
加藤  愛里／著
阿川  佐和子／ほか著  

明日をつくる十歳のきみへ
ねこの風つくり工場

日野原  重明／著
みずの  よしえ／作

Ｊ  15  ヒ
Ｊ 91 ミズ

請求記号
児童書

みずたまりぼっこ
アブナイおふろやさん

おくはら  ゆめ／絵
山本  孝／作

Ｅ  オ
Ｅ  ヤ

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）
＊としょかんえほん会＊

6月13日（土） 11：00～ 次回  10月10日（土） 11:00～

次回  7 月11日（土） 14:30～

次回  7 月22日（水） 11:00～

次回  7 月25日（土） 11:00～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊

6月27日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊

　
6月20日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
6月23日（火） 11：00～

※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

よ わす どくしょじゅつ かばさわ　 し おん ちょ

へんたいしゅうかんしょてんへんしゅうぶかんじ あか じてんなで

ちょか  とう　あい  り

ちょあ がわ さ   わ  こあさ

ちょひ の はら    しげあき

さく

あ す じっさい

かぜ こうじょう

え

やまもと たかし さく

七　夕　展七　夕　展

と　き　７月４日（土）～７日（火）
　　　　9：00～17：00
ところ　いなみ文化の森　ロビー

料理で季節を味わいましょう♪
年間を通して季節の食材を無駄なく使った、

健康料理教室です。

と　き　７月18日・８月15日・９月19日
　　　　10月17日・11月21日・12月19日
　　　　１月23日・２月20日・３月19日
　　　　毎月第3土曜日の10：00～12：00（全9回）
　　　　※1月のみ第4土曜日になります。
ところ　ふれあい交流館　調理実習室
講　師　村上　貴美子氏
定　員　24人（先着順）
参加費　4,100円（材料費込）全９回分
受付開始　６月３日（水）9：00～

季節の料理教室

願いを込めた短冊を大きな笹につるしましょう♪

七　夕　展

き　み　こ
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