
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
休館日：８月３日（月）・17日（月）
　　　　８月４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：８月３日（月）・17日（月）

「夏休みお助け工房」
夏休みの工作の宿題はもう終わりましたか？加古郡
リサイクルプラザでは夏休み期間中の水～日曜日、
様々なリサイクル体験教室を開催しています。

「ガラスの手形作り」
加古郡リサイクルプラザでは、ガラス製の
手形作りができます。お子さんの誕生記念
品として作ってみませんか？

3人乗り自転車レンタサイクル事業の終了について
加古郡リサイクルプラザでは、「子育て世代に対してのリユース（再使用）、3Ｒの啓発」を目的に、平成25年４月から３人乗り自転車
レンタサイクル事業を実施してきましたが、９月末で事業を終了することとなりました。これまで、本レンタル事業をご利用いただき、
誠にありがとうございました。（平成27年10月からの新規募集は行いません。）

日　時

料　金

対　象

毎週木～日曜日（要予約）
午前の部 9：00、午後の部 13：00～
（所要時間約10分）
2,000円
（加古郡以外に住んでいる人は2割増しになります）
1歳～未就学児童

※粘土を使って手形をとります。
※お子さんが手を開き続けられないときには、足形になることもあります。
※作品は後日の引渡しになります。

申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）

加古郡リサイクルプラザイベント情報加古郡リサイクルプラザイベント情報加古郡リサイクルプラザイベント情報
加古郡播磨町新島60番地

詳しい内容については、加古郡リサイクルプラザの
ホームページ（http://kakoeisei.or.jp/wordpress/）を
ご覧いただくか、電話で問い合せてください。（要予約）

内　容

対　象 小学生以上（1～3年生は保護者同伴のこと）

・ 紙すきを使った万華鏡作り
・ 紙バンドのカゴ作り
・ 牛乳パックから作るイス
・ 廃油キャンドル作り

・ 風鈴作り
・ 貯金箱作り
・ ペーパーウェイトづくり
・ はんこ作りなど

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』 ①① 『幼児・小学生水泳教室無料体験』 
幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
保護者はプールサイドからレッスンの様子を見学できます。
と　　き

内　　容
と こ ろ
対　　象

定　　員
申込方法

8月2日･8月23日･8月30日（いずれも日曜日）
幼児 ⇒ 9:30～10:00   小学生 ⇒ 10:15～11:45
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。
いなみアクアプラザのプール
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。
各5人（期間内1人1回のみ）    料  金　無料
いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

① 大好評！「２週間体験」開催決定！② 大好評！「２週間体験」開催決定！②② 大好評！「２週間体験」開催決定！
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。プールやトレーニング
ルームのほかに、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
そ の 他

８月１日（土）～31日(月）
【フィットネス＆プール】
  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】 ①プールフリー遊泳可
いなみアクアプラザ 
未入会で16歳以上の運動が行える健康状態にある人
※体験コースの利用は2週間のみです。
※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講してから利用できます。
講習会の所要時間は約30分です。

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496－5851（毎週火曜日：休館日）

④『じゃぶじゃぶプール』実施中♪♪④『じゃぶじゃぶプール』実施中♪♪④『じゃぶじゃぶプール』実施中♪♪

③ 『第8回  水泳大会』 参加者大募集!!③ 『第8回  水泳大会』 参加者大募集!!③ 『第8回  水泳大会』 参加者大募集!!
と　　き
と こ ろ
内　　容

対　　象

料　　金

特　　典

申込方法

そ の 他

９月６日（日） 10:00～15:00（予定）
いなみアクアプラザ内　25ｍプールほか

会員、スクール生に限らず、どなたでも参加できます。
＊水着、スイミングキャップを着用してください。
エントリー　1人　1,000円（3種目まで可）
リレー　1チーム　1,000円
各部門の優勝者には表彰状を進呈
競技種目参加者には粗品進呈
8月23日（日）までに参加費をお持ちのうえ、いなみ
アクアプラザの受付で申し込んでください。
※電話による申し込み、予約はできません。
8月23日(日)以降のキャンセルは返金できません。
トレーニングルームは通常営業
プール一般利用は大会終了後に通常営業

屋外の「じゃぶじゃぶプール」を、夏休み期間（8月末まで）
限定で実施しています。皆さんの利用をお待ちしています。

自由形
背泳ぎ
平泳ぎ
バタフライ

25m・50m・100m
25m・50m
25m・50m
25m・50m

個人メドレー
板キック
リレー(25ｍ×4人）

100m
25m（シングル、ペア）

100m（フリー・メドレー・板キック）

（1） 部 門  ・小学低学年の部  ・小学高学年の部  ・中学、高校の部
   ・一般Aの部（18歳～39歳）  ・一般Bの部（40歳以上）
   ・一般Cの部（60歳以上）←新設の部

（2） 種 目

※男女、部門、複合チーム参加可

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）
5,000円〔全席指定席〕 

（当日5,500円）

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

＝町制施行60周年記念コンサート＝

公演間近！！公演間近！！公演間近！！

★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

8/5 水 vol.226
創憧会【邦楽（尺八、箏、三味線）】

開演19：00（開場18：30）

9/2 水 vol.227
Seele【クラシック他】
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】

入場無料入場無料

COSMO　　　　　グランプリ2015

と　　き
開　　演 
企画・運営

9月13日（日）
13：30（開場13：00）
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

☆憧れのあの有名人！ 人気のお笑い芸人！ などなど･･･
　有名人になりきってパフォーマンスの競演！！
　さあ、今年のグランプリはいったい誰の手に！？

と　き
開　演
入場料

11月28日（土）
14：00（開場13：30）
2,000円（当日2,500円）

〔全席指定席〕

毎年恒例の海外合唱団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。

※5歳以上有料
※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

と　き
開   演
入場料

12月23日（水・祝）
15：30（開場15：00）
一般　　　  3,500円
高校生以下  2,500円

〔全席指定席〕

チャイコフスキーバレエの代表作。
少女クララとくるみ割の王子が織りなす愛のドラマ。

※5歳以上有料
※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

9月6日（日）
10：00～

前売発売開始

入場無料入場無料

9月20日（日）
10：00～

前売発売開始

な りき り

ロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団ロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団ロシア国立モスクワ・アカデミー合唱団
クリスマスコンサート2015

　　　 貞松・浜田バレエ団
～くるみ割り人形～ 全幕

　　　 貞松・浜田バレエ団
～くるみ割り人形～ 全幕

【県民芸術劇場】　　　 貞松・浜田バレエ団
～くるみ割り人形～ 全幕

新しく入った本
請求記号一般書

ぐるり富士山トレイルコースガイド
家庭の医療費をかしこく節約する７７の方法
おやこで自転車はじめてブック
ジョン・マン ５　

２９１．５  グ
４９８  カ
６８１  オ
Ｆ  ヤマ

静岡新聞社／出版
井戸　美枝／他著
疋田　智／監修
山本　一力／著  

だいすきスイーツで自由研究　
ツクツクボウシの鳴くころに

盛口　満／監修
堤　しゅんぺい／作

Ｊ ４０ ダ
Ｊ ９１ ツツ

請求記号児童書

カブトムシのなつ
ちいさなメリーゴーランド

いしい　つとむ／作
マーシャ・ブラウン／作

Ｅ  イ
Ｅ  ブ

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＊

8月はお休みです。 次回 10月10日（土） 11：00～

次回　9月12日（土） 14：30～

次回　9月22日（火） 11：00～

次回　9月26日（土） 11：00～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊

8月22日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊

　

8月8日（土） 14：30～
＊としょかんよちよちえほん会＊

8月18日（火） 11：00～

夏休みの講座

※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

○「小学生限定！ビブリオバトルを体験しよう」 ビブリオバトル入門講座
  ◆とき  8月18日（火） 13：00～15：00　 ◆対象  小学4～6年生
  ◆場所  いなみ文化の森 ふれあい交流館2Fホール
＊詳しくはP24をご覧ください！

ふ   じ  さん しず おか しん ぶん  しゃ しゅっぱん

ほかちょほうほうせつやくい りょうひかてい い　ど　　   み　え

かん しゅうひき  た　   さとしじ てんしゃ

ちょいちりきやまもと

かんしゅうもり ぐち　 みつる

さくつつみ

けんきゅうじゆう

な

さく

さく

展示期間
募集部門
作品受付
ところ

11月4日（水）～8日（日）
日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
10月10日（土） 10：00～16：00
ふれあい交流館　2階ホール

稲美町美術展作品募集稲美町美術展作品募集稲美町美術展作品募集

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
出　演

８月８日（土）13：30～
ふれあい交流館　2階ホール
エルマーノ　・音の宝石箱　・Seele

・潮風会　・フラップ

陶芸体験参加者募集陶芸体験参加者募集陶芸体験参加者募集
皿やマグカップを作りましょう！

と　き
ところ
定　員
主　催
参加費
申込開始

９月５日（土）　９：00～12：00
ふれあい交流館　創作棟
16人（先着順）
ふれあい陶芸（ふれあい交流館サークル）
1,000円＋粘土500円（１㎏）
８月２日（日）　９：00～ 

稲美町美術展の作品を募集します。

第47回第47回
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