
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
休館日：７月６日（月）・21日（火）
　　　　７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：７月６日（月）・21日（火）

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★
はじめて1人でプールに入るお子様や水が怖いお子様におすす
めです。ゆっくりと水慣れを行うCコース・Dコースもあります。
と　　き

と こ ろ
対　　象

定　　員

参 加 費

申　　込
申込方法

そ の 他

7月27日（月） ～ 30日（木）　4日間
 A1コース ：  9：30～10：30
 B1コース ：11：15～12：15

7月27日（月）・28日（火）　2日間
 Cコース ：12：45～13：45

7月29日（水）・30日（木）　2日間
 Dコース ：12：45～13：45

8月  3日（月）～  6日（木）　4日間
 A2コース ：  9：30～10：30
 B2コース ：11：15～12：15

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）
※CコースとDコースは、幼児（3歳児～就学前）のみとします。
A1・B1・A2・B2コース　各75人（先着順）
C・Dコース　各30人（先着順）
A1・B1・A2・B2コース　5,000円(4日間) 
C・Dコース　2,500円（2日間）
現在受付中
アクアプラザ受付で所定の用紙に記入のうえ、
参加費を添えて申し込んでください。
※電話での予約可能。但し、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。
お得な短期会員も実施しています。詳しくは、お問い合わせください。
以下の日程以降のキャンセルについては返金できません。
A1・B1・Cコース ： 7月19日（日）まで
Dコース ： 7月20日(月･祝)まで
A2・B2コース ： 7月26日（日）まで

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496－5851（毎週火曜日：休館日）

③ 『8月限定イベント！無料体験 』
　　入会 キャンペーン実施中♪♪
③ 『8月限定イベント！無料体験 』
　　入会 キャンペーン実施中♪♪
③ 『8月限定イベント！無料体験 』
　　入会 キャンペーン実施中♪♪

②『AQUA ZUMBA＆アクアビクス』 開催決定 !!②『AQUA ZUMBA＆アクアビクス』 開催決定 !!②『AQUA ZUMBA＆アクアビクス』 開催決定 !!
AQUA  ZUMBAとアクアビクスの教室を開催します。
AQUA  ZUMBA（アクア ズンバ）とは、音楽に合わせて水の中で
ダンスを行う教室です。リズムに合わせて、普段意識しにくい
体幹周囲を動かし、シェイプアップを目指します！！

日　程

時　間

ところ
対　象
参加費
定　員
申　込
申込方法

その他

7月6日（月）・13日（月）・20日（月･祝）
7月2日（木）・9日（木）・16日（木）・23日（木）
月曜日 ： 9：30～10：30
※通常レッスンの内容を一部変更して行います。
木曜日 ： 11：10～12：10
いなみアクアプラザのプール
16歳以上の運動が行える健康状態にある人
5,000円（全7回）
４0人
現在受付中
アクアプラザ受付で所定の用紙に記入のうえ、申し込んでください。
※電話受付可能    
6月24日（水）以降のキャンセルについては返金できません。

8月1日（土）～31日（月）まで、プールプログラム・スタジオプロ
グラムの無料体験を実施します。     

「障がい者水泳教室」・「親子水泳教室」・「体操教室」・「バレエ
教室」など、さまざまなクラスで実施しています。詳しくは、いな
みアクアプラザまでお問い合わせください。     

広
告

広
告

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
開   演

入場料

　8月22日（土）
　16：30
　（開場16：00）
　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!★

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

開演19：00（開場18：30）

8/5 水 vol.226　
創憧会【邦楽演奏（尺八・箏・三味線）】

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

日本中を魅了した
“朝のヒロイン”がやって来る。

※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
残りわずか！

＝町制施行60周年記念コンサート＝
要入場整理券（無料）

好評発行中

好評発売中

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。子どもから大人までお
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。

※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

これから始める人のふるさと納税らくらくガイド
はじめてのウッドデッキ作り
キャパへの追走
ラプラスの魔女

345  カ
592  ハ
740  キ
Ｆ ヒガ

叶　温／著
学研パブリッシング／編
沢木　耕太郎／著
東野　圭吾／著  

かき氷　　
風のヒルクライム

細島　雅代／写真
加部　鈴子／作

Ｊ  58  ホ
Ｊ 91 カベ

請求記号
児童書

もういいよったらもういいよ
ほんとはスイカ

あんびる　やすこ／絵
高畠　那生／絵

Ｅ  ア
Ｅ  タ

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＊

7月はお休みです。 次回  10月10日（土） 11:00～

次回  ８ 月８ 日（土） 14:30～

次回  ８ 月18日（火） 11:00～

次回  ８ 月22日（土） 11:00～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊

7月25日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊

　
7月11日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
7月22日（水） 11：00～

☆そうべえ  夏のおはなし会スペシャル☆ （いなみ文化の森  ふれあい交流館2Ｆホール）
7月18日（土） 14：30～

夏休みの講座　＊詳しい内容は図書館まで

※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

日頃、お目にかかれないエプロンシアターや、ブラックパネルシアターを、ぜひご覧ください！

○一日図書館員講座『図書館司書丸ごと体験』
　とき  7月27日（月）・28日（火）9：00～15：00　対象  小学4～6年生
○『小学校限定！ビブリオバトルを体験しよう』今話題のビブリオバトルの入門講座
　とき　8月18日（火）13：00～15：00　対象　小学4～6年生

はじ ひと のうぜい かなえ　 ゆたか ちょ

へんづく がっけん

ちょさわ  き　      こう  た  ろうついそう

ちょひがしの　    けい  ごまじょ

しゃしんほそじま　　まさ  よ

さくか　べ　　  りん  こ

ごおり

かぜ

え

たかばたけ な   お え

と　き

ところ

7月4日（土）～7日（火）
9：00～17：00

いなみ文化の森　ロビー

七　夕　展七　夕　展七　夕　展

平　和　展
・・・市民が描いた原爆の絵・・・

原爆による悲惨な状況を被爆者
自らが描いた絵（複製）を展示し
ます。また、アニメ『つるに
のって～とも子の　冒険～』を
常時放映します。

と　き
ところ

8月1日（土）～15日（土）
いなみ文化の森　ロビー

平和コンサート
ピアノ・コーラスなどで平和にちなんだ曲を演奏します。
入場無料ですのでお気軽におこしください。

と　き
ところ

8月8日（土）13：30～
ふれあい交流館　2階ホール

願いを込めた短冊を
　大きな笹につるしましょう♪

サークル会員募集＜稲美英会話同好会＞
あなたも英会話を習いませんか？　中学生から高齢者まで初心者から中級者まで楽しく活動しています。
活動日　毎週火曜日　19：30～21：30
　　　　（授業は21：00まで）
ところ　ふれあい交流館　研修室２・３
先　生　外国人の先生

クラス　初級クラス（中学２・３年生レベル）
　　　　中級クラス（中学３年生・高校１年生レベル）
会　費　月2,500円（入会金1,000円）

※見学・入会ご希望の方は、ふれあい交流館までご連絡ください。
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