
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074
休館日：５月２日（月）・16日（月）
蔵書点検による休館日
　　　　５月11日（水）～20日（金）

文化会館（コスモホール）
ふれあい交流館

図書館
休館日：５月２日（月）・16日（月）

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
　　　　※小学校低学年は保護者同伴 ※①と⑤は４年生以上が対象

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ガラスのリメイク教室
　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　５月14日（土）、15日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　
定　員　各回４人
※作品は後日の引渡しとなります。

②春の自転車小修理教室
　プロの自転車整備士から部品交換など
の簡単な修理を学ぶ絶好の機会です。
と　き　５月21日（土）
場　所　稲美町役場　駐車場
時　間　９：30～10：30、10：45～11：45
参加費　300円　　　定　員　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）
※すべての修理に対応できるわけではありませんので、ご了承

ください。

④ガラス製アクセサリー作り
　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　５月28日（土）、29日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人

③ガラスのはんこ作り（サンドブラスト）
　ガラス製のはんこに砂を吹き付けて加工します。
と　き　５月21日（土）、22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って、ガラスに加工します。

⑤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　６月４日（土）、５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。

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。
と　　き　５月１日・８日・15日・22日・29日（いずれも日曜日）
　　　　　幼　児⇒9：30～10：00　小学生⇒10：15～10：45
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
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。
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　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受付（電話予約可）

②『5月限定イベント！無料体験』

　　　　　入会キャンペーン実施中♪

②『5月限定イベント！無料体験』

　　　　　入会キャンペーン実施中♪

②『5月限定イベント！無料体験』

　　　　　入会キャンペーン実施中♪
　５月１日（日）～30日（月）まで、未体験の人を対象にプールプ
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
まざまなクラスがあります。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。
　たくさんの申し込みをお待ちしております。

③大好評！『２週間体験』③大好評！『２週間体験』③大好評！『２週間体験』
　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他に、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。
申込期間　５月25日（水）～６月16日（木）　
　　　　　※６月17日（金）以降はお問い合わせください。
利用期間　６月１日（水）～30日（木）　
　　　　　※体験コースとしての利用は２週間のみです。
内　　容　【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
※トレーニングルームは初回講習会（使い方の説明な

ど30分程度）を受けてから利用できます。
　　　　　【プール会員体験】

①プールフリー遊泳可
と こ ろ　いなみアクアプラザ
対　　象　未入会の人　

16歳以上で、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）

定　　員　なし
料　　金　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）
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中　（電話申込不可）

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」 問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

桂ざこば・桂南光ふたり会
桂そうば

と　　き　５月21日（土）
開　　演　15：00（開場14：30）
入 場 料　１階席3,000円（当日3,500円）
　　　　　２階席2,000円（当日2,500円）

残席わずか

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートで生演奏のひとときを!★

C O SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサート

第24回コスモ吹奏楽祭第24回コスモ吹奏楽祭第24回コスモ吹奏楽祭第24回コスモ吹奏楽祭

開演19：00（開場18：30） 入場無料入場無料

5/11 水 vol.234 Suite（スーツ）【クラシック】
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】

6/1 水 vol.235

※５月は第２水曜日に開催します。

兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
コスモシンフォニックウィンズ【吹奏楽】

全席指定

桂ざこば 桂南光

　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10日（日）
開　　演　14：00（開場13：30）
出 演 者  稲美中学校、稲美北中学校、県立東播磨高

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

※4歳以下のお子様の入場はお断りします。

要入場整理券
（無料）

5月3日（火・祝）
発行開始

劇団銀河鉄道　ぬいぐるみミュージカル

『ちびくろさんぼ』
　子どもから大人までお楽しみいただける等身大の
ぬいぐるみミュージカルです。
と　　き　８月６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

※３歳以上は有料です。チケットのない
　３歳未満のお子様は、ひざの上で
　ご鑑賞願います。
※午前の部は、町内幼稚園の団体鑑賞を優先します。

5月15日（日）
10：00～
前売発売開始

全席指定

※５歳以上は有料です。
　４歳以下のお子様の
　入場はお断りします。

ご両人による
落語各２席ずつ

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

昔ばなし大学ハンドブック
大迫力！写真と絵でわかる日本の城・城合戦
自給自足の自然菜園12カ月
傀儡に非ず

388  オ
521  オ
626  ニ
F ウエ

小澤　俊夫／著
小和田　泰経／著
新田　穂高／著
上田　秀人／著

事前学習に役立つみんなの修学旅行　伊勢志摩
ぼくのなかのほんとう

櫻井　治男／監修
パトリシア・マクラクラン／作

Ｊ 29 ジ
Ｊ 93 マク

請求記号児童書

ベロニカとバースデープレゼント
ぎょうれつのできるレストラン

ロジャー・デュボアザン／作・絵
ふくざわ　ゆみこ／作

Ｅ  デ
Ｅ  フ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
５月はお休みです。 次回 ６月11日（土） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
５月28日（土）　11：00～ 次回 ６月25日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
５月21日（土）　14：30～ 次回 ６月18日（土） 14：30～

おはなし会（図書館おはなし室）　

☆ふれあいまつり☆５月３日（火・祝）

＊としょかんよちよちえほん会＊
次回 ６月21日（火） 11：00～５月24日（火）　11：00～

＊リサイクル図書　10：00～
　場所：いなみ文化の森　ふれあい交流館２階ホール

＊「かみしばいのおっちゃん」13：30～
　場所：いなみ文化の森　正面玄関前　芝生公園

蔵書点検による休館のお知らせ
特別整理期間のため、５月11日（水）～20日（金）は休館します。
休館前は貸出期間、貸出冊数を変更します。 
４月27日（水）～５月10日（火） 
貸出冊数　７冊→10冊　　貸出期間　３週間　＊CDなどは変更なし

かんしゅうはるおさくらいじぜんがくしゅう やく だ しゅうがくりょこう い　せ　し　ま

さく

だいがくむかし お ざ わ と し お ちょ

しゃしん え にほん しろ しろかっせんだいはくりょく ちょやすつねお　わ　だ

じきゅう じそく しぜん さいえん ちょに っ た ほ た か

あらくぐつ う え だ ひ で と ちょ

えさく

さく

いなみ野山野草展～春～

さつき盆栽展
季節の盆栽・山野草を多数展示します。

　春を飾る山野草が、皆さんをお待ちしています。
と　　き　５月７日（土）～８日（日）　9：00～17：00
　　　　　（ただし、８日（日）は16：00まで）
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　<ふれあい交流館サークル>
　　　　　いなみ野山野草の会

と　　き　５月20日（金）～22日（日）9：00～17：00
　　　　　（ただし、22日（日）は15：00まで）
と こ ろ  ふれあい交流館　2階ホール
主　　催　稲美町・稲美町教育委員会
主　　管　<ふれあい交流館サークル>
　　　　　稲美町盆栽同好会

・・・さつき植替体験参加者募集・・・
さつきの植え替えを体験してみませんか。

と　　き　５月21日（土）13：00～15：00
と こ ろ  ふれあい交流館　創作棟
定　　員  20人（先着順）　　参 加 費  無料
受付期間  ５月15日（日）まで

茶道体験参加者募集
　お菓子やお抹茶のいただき方、お茶の立て方を学
び、茶道を体験しましょう。
と　　き　５月20日（金）14：30～16：00
と こ ろ  ふれあい交流館　和室
主　　催　茶道サークル（裏千家）（ふれあい交流館サークル）
定　　員  10人（先着順）　参 加 費  500円（材料費込）
受付期間  ５月18日（水）まで
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