
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
休館日：９月７日（月）・24日（木）
　　　　９月１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：９月７日（月）・24日（木）

３人乗り自転車レンタル事業終了のお知らせ
　加古郡リサイクルプラザは、「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月より３人乗り
自転車レンタル事業を実施してきましたが、平成27年4月の貸し出しで事業を終了することになりました。これまで本レンタル
事業をご利用いただき、ありがとうございました。

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

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）
　　　※③、④は小学４年生以上が対象です

①ガラスのアクセサリー作り
　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　９月12日（土）、13日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円  定　員　各回８人

②ガラスのはんこ作り（サンドブラスト）
　ガラス製の判子に砂を吹き付けて加工します。
と　き　９月19日（土）、20日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円  定　員　各回８人
※カッターナイフを使います。

③トンボ玉教室
　ガラス棒をバーナーで溶かして、トンボ玉を作ります。
と　き　９月5日（土）、6日（日）、26日（土）、27日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円（２個作ります）　　定　員　各回４人
※模様玉及び金具類は、別途実費をいただきます。

④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３日（土）、４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。

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』
　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。
　保護者はレッスンの様子をプールサイドから見学できます。
と　　き　９月13日、20日、27日（いずれも日曜日）
時　　間　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　各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）

②健康セミナー「フェイシャルヨガ教室」 実施決定！！②健康セミナー「フェイシャルヨガ教室」 実施決定！！②健康セミナー「フェイシャルヨガ教室」 実施決定！！
　最近流行のフェイシャルヨガを、いなみアクアプラザでも
実施しています！！今回は、部位に分けて３回実施します。
１回のみの参加も可能です。ぜひ、この機会にご参加くださ
い。
と　　き　９月12日、19日、26日（いずれも土曜日）
時　　間　15：00～16：00 
と こ ろ　いなみアクアプラザのスタジオ
対　　象　16歳以上の運動を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
内　　容　①９月12日（土）：目元（ちりめんジワや目じりのしわ等）
　　　　　②９月19日（土）：フェイスラインのたるみ（ほうれい線･2重あご等）
　　　　　③９月26日（土）：口元（口角アップ等）
料　　金　全日会員：800円／１回
　　　　　平日会員・一般利用者：1,200円／１回
申込方法　受付実施中！！いなみアクアプラザ受付にて、申

込用紙に記入し、参加費を添えて申込み。
そ の 他　当日キャンセル不可。キャンセルは前日までにご

連絡ください。

③水泳大会開催に伴う利用制限のお知らせ③水泳大会開催に伴う利用制限のお知らせ③水泳大会開催に伴う利用制限のお知らせ
　９月6日（日）は、水泳大会を開催するためプール利用は大会終了
後（15：00予定）から18：00までとさせていただきます。あらかじめご
了承ください。なお、トレーニングルームは通常通り営業を行います。

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496－5851（毎週火曜日：休館日）

★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

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

開演19：00（開場18：30）

10/7 水 vol.228
加古雅道会【古典音楽】
Suite（スーツ）【クラシック】

入場無料入場無料

と　き　11月28日（土）
開　演　14：00（開場13：30）
入場料　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　12月23日（水・祝）
開   演　15：30
　　　　（開場15：00）
入場料　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。
クリスマスイブに起きたお菓子の国の夢物語

※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

9月20日（日）
10：00～
前売発売開始

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 と　　き　9月13日（日）

開　　演　13：30（開場13：00）
企画・運営　コスモホール・オペレータークラブ
　　　　　コスモレディーサークル

☆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！？

COSMO　　　　　グランプリ2015なりきり

入場無料入場無料

新しく入った本
請求記号一般書

請求記号児童書

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＊
　９月はお休みです。 次回 10月10日（土） 11：00～
＊スプーンおばさん＊
　９月12日（土）　14：30～ 次回 10月17日（土） 14：30～
＊としょかんよちよちえほん会＊
　９月22日（火）　11：00～ 次回 10月20日（火） 11：00～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　９月26日（土）　11：00～ 次回 10月24日（土） 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

本なんて！ キノブックス編集部／編 019  ホ
真田幸村と真田一族のすべて 小林　計一郎／編 289  サ
田んぼアートのキセキ 葛西　幸男／著 616  カ
トンネルの森1945　 角野　栄子／著 　Ｆ  カド

グランド・ルート　 アニック・ド・ジリ／文 Ｊ 20 ジ
かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原　ゆたか／さく・え Ｊ 91 ハラ

かかしのしきしゃ 中野　真典／作 Ｅ  ナ
アンドルーのひみつきち ドリス・バーン／文・絵 Ｅ  バ

ほん へんしゅうぶ へん

へんいちぞく こばやし けいいちろうさなだゆきむらさなだ

ちょかさい ゆきおた

ちょえいこかどのもり

ぶん

はらだい

さくなかの まさのり

ぶん え

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

いなみ野山野草展～秋～いなみ野山野草展～秋～

観 月 会
秋のひと時を文化の森で過ごしませんか。

  甘酒やお茶席（300円）も用意しています。

♪ カラオケ ♪♪ カラオケ ♪♪ カラオケ ♪
みんなで一緒に楽しく歌いましょう。

と　き　９月27日（日）18：00～20：30
ところ　ふれあい交流館　２階ホール
主　催　稲美町文化連盟

稲美町美術展の作品を募集します。

第47回第47回

成人式実行委員募集
平成28年１月10日（日）に開催する
成人式の企画・運営をしていただく実
行委員を募集しています。

と　き　９月26日（土）9：00～17：00
　　　　９月27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１日（木）19：00～21：00
と こ ろ　ふれあい交流館　研修室１
定　　員　10人（先着順）
主　　催　カラオケサークル
　　　　　（ふれあい交流館サークル）
参 加 費　無料
申込開始　９月２日（水）9：00～

展示期間　11月４日（水）～８日（日）
募集部門　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
作品受付　10月10日（土）10：00～16：00
と こ ろ　ふれあい交流館　２階ホール

サークル体験教室

第48回　稲美町菊花展
と　　き　10月16日（金）～11月８日（日）
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）

 出品者を募集しています。
申込締切　９月27日（日）

応募資格　平成７年４月２日～平成８年４月１日
　　　　　生まれの人
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