
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
休館日：10月５日（月）・19日（月）
　　　　10月６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：10月５日（月）・19日（月）

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

①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。

②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　10月10日（土）、 11日（日）
時　間　9：30～12：00、 13：30～16：00
参加費　500円　　定　員　各回8人

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）
　　　※①、④は小学4年生以上が対象です。

申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）
加古郡播磨町新島60番地

③ガラス製写真立て作り
板ガラスの上に色ガラスを使って絵を描き、溶かして文字
盤の模様にします。
と　き　10月17日（土）、18日（日）
時　間　9：30～12：00、 13：30～16：00
参加費　1,000円　　定　員　各回８名
※作品は後日の引渡しとなります。

④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　10月３日（土）、24日（土）、25日（日）、31日（土）、11月1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、別途実費が必要です。

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『10月限定イベント！無料体験』入会キャンペーン実施中♪①『10月限定イベント！無料体験』入会キャンペーン実施中♪①『10月限定イベント！無料体験』入会キャンペーン実施中♪

問合先　いなみアクアプラザ　☎496－5851（毎週火曜日：休館日）

　10月1日（木）から26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ます。10月中に11月入会の手続きを
された人は、10月中の残りのスクールに参加できます。
　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。

③『幼児・小学生水泳教室無料体験』③『幼児・小学生水泳教室無料体験』③『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。
保護者はレッスンの様子をプールサイドから見学できます。
と　　き
時　　間
内　　容
と こ ろ
対　　象

定　　員
料　　金
申込方法

10月4日、11日、18日、25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る）
各５人（期間内１人１回のみ）
無料
いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

④メンテナンス休館日のご案内④メンテナンス休館日のご案内④メンテナンス休館日のご案内
メンテナンスのため、10月27日(火)～11月3日(火・祝)を休館とします。
あらかじめ、ご了承ください。

①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』
　フィットネス会員・プール会員の2週間体験を実施します。
　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

10月1日（木）～26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）
● 過去に2週間体験に参加されたことがない人
● 会員登録をされたことがない人
※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で受付（電話予約不可）
トレーニングルームを利用の際は、室内用トレーニングシューズ・トレー
ニングウェアーが必要です。初回講習会を受けてから利用できます。

★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

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】

11/4 水 vol.229
兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
潮風会【クラシック】

入場無料入場無料

と　き
開　演
入場料

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

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。

【県民芸術劇場】 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

【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
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

チャイコフスキーバレエの代表作。
クリスマスイブにおきたお菓子の
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。

【全席指定席】

好評発売中

好評発売中

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新しく入った本

図書館情報図書館情報図書館情報
※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

請求記号
一般書

多様性と出会う学校図書館

懐紙で包む、まごころを贈る

70年代と80年代

プロフェッション

017  タ

385  オ

699  ナ

Ｆ コン

野口　武悟／他編

長田　なお／著

市川　哲夫／編

今野　敏／著

お米ができるまで　

月にハミング

岩貞　るみこ／作

マイケル・モーパーゴ／作

Ｊ  61 イ

Ｊ 93 モパ

請求記号児童書

りゅうじんさまは歯がいたい

さあ、しゃしんをとりますよ

関屋　敏隆／さく・え

トミー・デ・パオラ／絵

Ｅ  セ

Ｅ  デ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
10月10日（土） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
10月24日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊

　

10月17日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
10月20日（火） 11：00～

次回 11月14日（土） 11：00～

次回 11月28日（土） 11：00～

次回 11月21日（土） 14：30～

次回 11月24日（火） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

 
（

た ようせい がっこう としょかんで　あ たけ のりの ぐち ほかへん

ちょかいし おくつつ お さ だ

へんてつ おいちかわねんだい ねんだい

ちょびんこん の 

さくいわさだ

さく

こめ

つき

としたかせきやは

え

展示期間

と こ ろ
主　　催
運営協力

11月4日（水）～8日（日）
9：00～17：00（8日は15：00まで）
ふれあい交流館　2階ホール
稲美町・稲美町教育委員会
稲美町美術協会

と　き

会　場
主　催
共　催

10月16日（金）～11月8日（日）
9：00～17：00（最終日は14：00まで）
いなみ文化の森　南側駐車場
稲美町・稲美町教育委員会
稲美菊の会（ふれあい交流館サークル）

と　き

ところ
主　催
主　管

10月23日（金）～25日（日）　　
9：00～17：00（25日は15：00まで）　　　　
ふれあい交流館　2階ホール
稲美町・稲美町教育委員会
稲美町盆栽同好会（ふれあい交流館サークル）

東・北播磨学ぶ高齢者のつどい作品展東・北播磨学ぶ高齢者のつどい作品展
東播磨・北播磨地域の高齢者大学などで学習する学生の、
作品（書・日本画・洋画・写真・工芸・彫刻・手芸）を展示
します。
と　き

ところ

10月29日（木）9：00～17：00
10月30日（金）9：00～15：00
ふれあい交流館

編物サークル体験講習会編物サークル体験講習会編物サークル体験講習会
おしゃれで重宝な小物がいっぱい！！

と　　き

と こ ろ
主　　催
定　　員
材 料 費
受付開始

11月7日（土）・8日（日）
9：30～12：00、13：30～16：00
（午前・午後計4回）
ふれあい交流館　ギャラリー2
編物サークル（ふれあい交流館サークル）
各回6人
500円～1,500円程度
10月2日（金） 9：00～

着付け教室参加者募集
タンスに眠っている着物を美しく着こなしてみませんか。

と　　き

と こ ろ
講　　師
参 加 費
定　　員
受付開始

10月31日（土）、11月７日（土）、21日（土）
 ９：30～11：30
ふれあい交流館　和室
菊本　郁子先生
500円
15人（先着順）
10月２日（金）9：00～

和紙を貼って可愛いミニ色紙を作ろう！！

と　　き
と こ ろ
定　　員
主　　催
参 加 費
受付開始

11月13日（金）　10：00～12：00　　　　　　
ふれあい交流館　研修室3
10人（先着順）
ちぎり絵サークル（ふれあい交流館サークル）
300円（材料費込）
10月12日（月・祝）　9：00～

 ※作品受付は10月10日（土）10：00～16：00

稲美町美術展

※見本を事務所前に展示しています。

日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真の各部門の
入選作品を展示します。

多数のご来場をお待ちしています。

サークル会員募集中！！サークル会員募集中！！

10月27日（火）～11月8日（日）
ふれあい交流館　ギャラリー1にて開催

作 品 展

入場
無料

ちぎり絵体験参加者募集

秋季盆栽展秋季盆栽展

いくこ

第40回東はりま大茶会

と　き　10月４日（日）9：00～17：20
ところ　（本席）憩いの館
　　　　（副席）ふれあい交流館　２階ホール
※当日はお茶券が必要となりますので、お問合せください。

東はりま大茶会が、今年は稲美町で開催されます。
秋のひとときを、皆さんでお茶を楽しみましょう。

町制施行60周年記念事業

第30回
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