
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：６月６日（月）・20日（月）
　　　　６月７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：６月６日（月）・20日（月）

加古郡リサイクルプラザ加古郡リサイクルプラザ加古郡リサイクルプラザ

　みんなでリユース（再使用）の輪を広げよう！　ごみ減量に関する情報発信を行っている加古郡リサイクルプラザが
稲美町にやってきます。ベビー用品の貸し出しや加古郡リサイクル検定（賞品として、３人乗り自転車やガラス工房ペ
ア体験チケットなどが当たります）を行います。また当日、使わなくなったベビー用品やベビー服、携帯電話やゲーム機、
デジカメなどの小型家電をお持ちいただいた人には、粗品をお渡しします。
と　き　６月８日（水）　　時　間　10：00～15：00　　場　所　稲美町役場　新館１階ロビー

「加古郡リサイクルプラザ いなみサービスステーョン」イベント情報

①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）、
　　　　７月２日（土）、３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。

②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　６月11日（土）、12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。

③ガラスの写真立て作り
　板ガラスの上に色ガラスを使って
模様にします。
と　き　６月18日（土）、19日（日）
時　間　９：30～12：00、
　　　　13：30～16：00
参加費　1,000円
定　員　 各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

リサイクル体験教室 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②は４年生以上が対象

①『夏休み短期水泳教室』　参加者募集中①『夏休み短期水泳教室』　参加者募集中①『夏休み短期水泳教室』　参加者募集中
　毎年好評の夏休み短期水泳教室を今年度も実施します！
　この機会にぜひご参加ください。
と　　き　７月25日（月）～ 28日（木）　４日間　
　　　　　８月22日（月）～ 25日（木）   ４日間  
　　　　　※いずれの日程も午前中に60分のクラスを2本実施予定
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
対　　象　幼児（３歳児～就学前）・ジュニア（小学１～６年生）
料　　金　各5,000円（４日間）
申込開始日　６月６日（月）　10：00から受付開始
申込方法　アクアプラザ受付にて、参加費を添えて申し込み
　　　　　（電話予約可）

　ただし、電話予約後一週間以内に入金がない場合は
無効となります。

そ の 他　詳しくは６月５日（日）新聞折込み、ホームページま
たは、いなみアクアプラザ受付までお問い合わせくだ
さい。

②『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』②『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。
と　　き　６月12日、６月19日、６月26日（いずれも日曜日）
　　　　　幼　児 ⇒  9 :30～10:00
　　　　　小学生 ⇒ 10:15～10:45  
定　　員　各５人まで（体験は1人1回のみ） 
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール 
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

③『平成28年度　短期水泳教室通年会員』　募集中③『平成28年度　短期水泳教室通年会員』　募集中
　夏休み、冬休み、春休み短期水泳教室の通年会員を募集します。
　一度申し込み手続きをすると、その後の冬休みと春休みの申し込
みは不要になります。また、平成28年度の３回の短期水泳教室に優
先的に参加することができます。
と　　き　＊夏休み短期水泳教室 

　７月25日（月）～28日（木）または８月22日（月）～25
　日（木）
＊冬休み短期水泳教室(予定) 
　12月26日（月 ）～28日（水） 
＊春休み短期水泳教室(予定) 
　３月27日（月）～30日（木） 

と こ ろ　いなみアクアプラザのプール 
対　　象　幼児（3歳児～就学前）・ジュニア（小学１～６年生）
料　　金　12,000円 
申込開始日　６月６日（月）　10：00から受付開始 
申込方法　アクアプラザ受付にて、参加費を添えて申し込み

（電話予約可） 
　ただし、電話予約後一週間以内に入金がない場合は
無効となります。 

そ の 他　全期キャンセル：夏休み教室開始１週間前までの手続
きで全額返金 

各短期教室別キャンセル：それぞれ開始１週間前まで
の手続きで各期料金の返金

キャンセル締切日…夏休み短期教室：7月17日(日) 
または 8月14日(日)　 
冬休み短期教室：12月18日(日)
春休み短期教室：３月19日(日)

　詳しくは６月５日（日）新聞折込み、ホームページ
または、いなみアクアプラザ受付までお問い合わせく
ださい。

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）

③『平成28年度　短期水泳教室通年会員』　募集中

★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

6/1 水 vol.235 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】

7/6 水 vol.236 Seele（ゼーレ）【クラシック】
音の宝石箱【クラシック他】

　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）

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【全席指定】　
　　　　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。

好評発売中

コスモなりきりグランプリ2016
～グランドチャンピオン大会～

山本浩之 アナウンサー講演会
　　演題『輝いて生きる』

歴代のグランプリ受賞者等が更に
“ なりきり度 ”を Power Up!!
魅せる、聴き入る、首をひねる、
笑う、最後は拍手！
と　き　９月４日（日）
開　演　13：30（開場13：00） 入場無料

いなみときめき講座

関西を代表する名アナウンサー 
愛称“ヤマヒロ”さんによる講演会です。
と　き　９月17日（土）
開　演　14：30（開場14：00）　
入場無料　500人
※詳細は７月号広報でお知らせします。

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

世界の不思議な図書館
日本の女性議員
鉢で楽しむ山野草作品集
マチネの終わりに

010  ジ
314  ニ
627  ハ
F  ヒラ

アレックス・ジョンソン／著
三浦　まり／編著
栃の葉書房／出版
平野　啓一郎／著

DVDでレベルアップ！小学生の水泳弱点克服BOOK
らくごでことわざ笑辞典

ウォーターメイツスイムクラブ／監修
斎藤　洋／作

Ｊ 78 デ
Ｊ 91 サイ

請求記号児童書

ピヨピヨおばあちゃんのうち
しろいちょうちょがとんでるよ

工藤　ノリコ／著
村上　康成／作・絵

Ｅ  ク
Ｅ  ム

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
６月11日（土）　11：00～ 次回 ７月９ 日（土） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
６月25日（土）　11：00～ 次回 ８月27日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
６月18日（土）　14：30～ 次回 ７月23日（土） 14：30～

おはなし会（図書館おはなし室）　

＊としょかんよちよちえほん会＊
次回 ７月20日（水） 11：00～６月21日（火）　11：00～

かんしゅうすいえいじゃくてんこくふく

さくひろしさいとうしょうじてん

ふ　し　ぎ としょかんせかい ちょ

ぎ い んにほん じょせい へんちょみ う ら

はち たの さん や そうさくひんしゅう しゅっぱんとち は しょぼう

お ひらの けいいちろう ちょ

ちょくどう

さくむらかみ やすなり え

七 夕 展
願いを込めた短冊を大きな
笹につるしましょう♪

と　　き　
　７月２日（土）～７日（木）
　９：00～17：00
（た だ し 、 ７ 日（木）は
16：00まで）

と こ ろ
　いなみ文化の森　ロビー

　４月14日（木）にあたご大学の入学式・進級
式が行われました。
　新たに1年生27人を迎え、584人が一緒に学
びます。

あたご大学入学・進級式あたご大学入学・進級式
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