
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
休館日：11月２日（月）・16日（月）
　　　　11月４日（水）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：11月２日（月）・16日（月）

熱で溶かしたガラスから、雪だるまをつくります。
と　き
時　間

参加費
定　員

11月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）
9：30～12：00、13：30～16：00

（各70分間）
500円
各回４人

※作品は後日の引き渡しとなります。

プロの自転車整備士からパンク貼りや
部品交換などの簡単な修理を学ぶ絶好の機会です。
と　き
時　間
参加費
定　員

11月28日（土）　[場所：加古郡リサイクルプラザ]
9：30～、10：45～
300円
各回４人

※当日は自転車を持ち込んでください。
　調整したい個所があれば、
　申込時に必ず電話でお伝えください。

ガラス製のろうそく立てに絵を描いて仕上げます。
と　き
時　間
参加費
定　員

11月28日（土）、29日（日）
9：30～12：00、13：30～16：00
300円
各回10人

牛乳パックを使った紙すきで、年賀状作りをします。
と　き
時　間
参加費
定　員

12月5日（土）
9：30～12：00
無料
15人

※洗ってから、切り開いた牛乳パックをお持ちください。

2016年の干支（さる）の絵や自分の名前のはんこが作れます。
と　き
時　間
参加費
定　員

12月5日（土）、6日（日）
9：30～12：00、13：30～16：00
300円
各回8人

※カッターナイフを使います。

申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）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）
※②は小学4年生以上が対象です。

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

②ガラスの雪だるま作り

①秋の自転車小修理教室

③クリスマスキャンドルホルダー作り

④紙すき年賀状

⑤干支のはんこ作り

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

① メンテナンス休館日のお知らせ① メンテナンス休館日のお知らせ①① メンテナンス休館日のお知らせ 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。ご了承ください。

今年の年賀状は手書きにチャレンジしませんか？
短期レッスンでコツをマスターしよう！

① 『幼児・小学生水泳教室無料体験』 ② 『幼児・小学生水泳教室無料体験』 ②② 『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
申込方法

11月8日、15日、22日、29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）

問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496－5851（毎週火曜日：休館日）

③ カルチャー短期教室 『つかえるペン習字教室』 実施決定！③ カルチャー短期教室 『つかえるペン習字教室』 実施決定！③ カルチャー短期教室 『つかえるペン習字教室』 実施決定！

と　　き

と こ ろ
対　　象
定　　員
料　　金
申込方法
そ の 他

11月9日、16日、23日、30日         
12月7日、14日、21日　　　※いずれも月曜日         
14：00～15：00         
いなみアクアプラザのスタジオ         
16歳以上         
10人         
7,000円（全7回）         
いなみアクアプラザ内で受付（電話予約は不可）         
教材（水性ボールペン・筆ペン・専用ノート）をレッスン
時に配布します。         

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】

開演19：00（開場18：30）

12/2 水 vol.230
エルマーノ【クラシック】
コスモシンフォニックウィンズ【吹奏楽】

入場無料入場無料

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

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。

【全席指定席】

好評発売中

好評発売中

COSMO バレンタインピアノコンサートCOSMO バレンタインピアノコンサートCOSMO バレンタインピアノコンサート

と　き
開   演
出演者募集

出演料

企画・運営

平成28年2月14日（日）
10：00（開場9：30） 予定
12月を予定
※応募者多数の場合は抽選とします。
・子どもの部　小学生以下　１人1,000円
・一 般 の 部　中学生以上　１人2,000円
※グループの場合人数分必要です。
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

スタインウェイピアノを多くの方に
演奏していただくイベントです。

子どもから大人まで出演者を一般募集します。

第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!

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

ブックカフェを始めよう！
子ども法
女子のための髪育レッスン
風かおる

０24  ブ
324  コ
494  ジ
Ｆ  ハム

河野　真／著
大村　敦志／他著
浜中　聡子／監修
葉室　麟／著

どこでもどんぐり
アカシア書店営業中

おおたき　れいこ／著
濱野　京子／作

Ｊ 75 オ
Ｊ 91 ハマ

請求記号児童書

エドワードとうま
あとでって、いつ？

オーレ・エクセル／絵
宮野　聡子／作絵

Ｅ　エ
Ｅ　ミ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
11月14日（土） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
11月28日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊

　

11月21日（土） 14：30～
＊としょかんよちよちえほん会＊

11月24日（火） 11：00～

次回 １月９日（土） 11：00～

次回 12月26日（土） 11：00～

次回 12月12日（土） 14：30～

次回 12月22日（火） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

☆歴史講座☆（ふれあい交流館研修室１）　
①12月19日（土）10：00～12：00
　 テーマ：「太平記の世界」
②1月9日（土）10：00～12：00
　 テーマ：「欧米との出会い　～明治維新と稲美町～」
　 講　師： 船越　哲也氏　　　　募集人員：各日30人程度
　＊＊詳しくは図書館までお問い合わせください＊＊

てつ や

11月１日（日）から、姫路市、相生市、加古川市、高砂市、
加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、
神河町、太子町、上郡町、佐用町の７市８町に住む人であ
れば、区域内にあるどの図書館でも利用できるようになり
ます。貸出サービスを受けるためには、直接各図書館へ出
向き、利用者登録をする必要があります。詳しくは図書館
までお問い合わせください。

図書館の相互利用が始まります。

ちょ

さくはまの きょうこしょてんえいぎょうちゅう

はじ こうの まこと ちょ

ほかちょこ ほう おおむら あつし

かんしゅうはまなか さとこじょし はついく

ちょはむろ りんかぜ

さく えみやの さとこ

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

11月８日（日）まで
9：00～17：00（８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
定　員
参加費
受付開始

12月19日（土）　13：30～15：00　　　　　
いなみ文化の森　正面玄関前駐輪場
30人（先着順）
3,000円（材料費込）
11月21日（土） 9：00～

お菓子やお抹茶のいただき方、お茶の点て方を学び、
茶道を体験しましょう。

松・竹・梅・葉ぼたんなどを寄せ植えして門松をつくります。

と　き
ところ
主　催

定　員
参加費
受付期間

11月20日（金）　14：30～16：00
ふれあい交流館　和室
茶道サークル（裏千家　茶道）

（ふれあい交流館サークル）
10人（先着順）
300円（材料費込）
11月17日（火）まで

芸能フェスティバル
民謡・詩吟・邦楽などの発表、いけばなの展示に

お茶席も用意しています。大抽選会もお楽しみに！
と　き
ところ
主　催
主　管

11月22日（日） 10：20～　　　　　
コスモホール
稲美町・稲美町教育委員会
稲美町芸能フェスティバル実行委員会
稲美町文化連盟

入場無料

門松づくり参加者募集

稲美町美術展
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。

茶道体験参加者募集
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