
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：９月５日（月）・20日（火）
　　　　９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：９月５日（月）・20日（火）

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

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　９月３日（土）、４日（日）、10月２日（日）
　　　　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。
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　９月10日（土）、11日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　500円　　定　員　各回８人
③ガラスの判子作り（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17日（土）、18日（日）
　　　　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。

④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模様にします。
と　き　９月24日（土）、25日（日）
　　　　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。
⑤秋の自転車小修理教室
　プロの自転車整備士からパンク貼りや部
品交換などの修理を学ぶことができます。
と　き　９月17日（土）

９：30～10：45／10：45～
12：00

参加費　300円　　定　員　各回３人
※当日は自転車を持ち込んでください。申込時
に調整したい個所を必ず電話でお伝えくだ
さい。

対象　稲美町または播磨町にお住まいの小学生以上の人（低学年は保護者同伴）　※①は小学４年生以上が対象

★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
開演19：00（開場18：30） 入場無料入場無料

9/7 水 vol.238 ポスカの会【クラシック】
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】

10/5 水 vol.239 加古雅道会【雅楽】
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】

チェコ少年合唱団 ボニ・プエリ
クリスマスコンサート2016

　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。
と　　き 12月９日（金）
開　　演 19：00（開場18：30）
入 場 料 １階席 2,000円

［全席指定］ （当日2,500円）
 ２階席 1,500円
 （当日2,000円）

9月11日（日）
10：00～
前売発売開始

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～

コスモホール・オペレータークラブ
バックステージツアー裏方体験講座

　歴代のグランプリ受賞者などが更に“なりきり度”
をPower Up!!魅せます！聴かせます！笑わせます！
と　き　９月４日（日）
開　演　13：30
　　　　（開場13：00）

　普段見ることのできないコスモホールの舞台裏の見学と
舞台裏方の体験講座を開催します。舞台裏
方（ボランティアスタッフ）がご案内します！
と　き　11月23日（水・祝）
詳細は10月号広報でお知らせします。

～ Jazz Live ～
稲美町出身　Sax/Vocal 長島雅枝

と　き　11月３日（木・祝）・５日（土）・６日（日）
開　演　３日とも13：30（開場13：00）
入場料　各2,000円、3日間通し券5,000円【全席自由】
★３日、５日は100人限定ライブ

　演奏者もお客さんも全員舞台の上!!（Live Studio感覚）
　休憩時にはティータイム

★最終日の６日は通常の客席を利用したコンサート
　　出演：MASAX-274

曲　目

プロフィール
　長島雅枝（旧姓：坂田）
　　大阪音楽大学短期大学部音楽科卒業。
　　ジャズ理論・奏法を定延敏尚氏に師事。
　　2015年なにわジャズ大賞・なにわ芸術祭新人奨励賞受賞。
　　2016年神戸新開地ジャズヴォーカルクイーンコンテスト
　　グランプリ受賞

入場無料

11月３日（木・祝）
Moanin
My one and only love 
Blue bossa　　　　 他

11月６日（日）
ジャズスタンダードナンバー
長島雅枝・横尾昌二郎・今西佑介
　　オリジナル曲　　　　　　他

11月５日（土）
リベルタンゴオンファイヤー
リユニオン　　　　　　　他

ながしま ま さ え

9月４日（日）
10：00～
前売発売開始

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

テーマ別のビブリオトーク
転換期を生きるきみたちへ
ママさんバレー基本と戦術
落陽

019  サ
304  テ
783  マ
F  アサ

笹倉　剛／著
内田　樹／編
丸山　由美／監修
朝井　まかて／著

しらべよう！たのしもう！
かならずわかるラグビー入門

フェラルズ

稲葉　茂勝／文・構成

ジェイコブ・グレイ／著

Ｊ  78  イ

Ｊ 93 グレ

請求記号児童書

さよならママがおばけになっちゃった！
ぶきみなよるのけものたち

のぶみ／作
ジアナ・マリノ／作

　Ｅ  ノ
　Ｅ  マ

絵本 請求記号

　８月11日（木・祝）に、「小学生限定！ビブリ
オバトル」をふれあい交流館２階ホールで開催し
ました。
　講師の先生からルールの説明などを聞いた後、
５人の小学生がオススメの本について熱く紹介し
てくれました。
　今年のチャンプ本には、アニメの登場人物など
について科学的に面白く解き明かした『空想科学
読本８』が選ばれました。
　図書館ではこのシリ
ーズの本を集めて紹介
していますので、ぜひ、
読みに来てください
ね。

＊としょかんえほん会＊
９月10日（土）　11：00～ 次回 10月 ８ 日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
９月17日（土）　14：30～ 次回 10月15日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
９月21日（水）　11：00～ 次回 10月18日（火） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
９月24日（土）　11：00～ 次回 10月22日（土） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

決定！　ビブリオバトル　チャンプ本決定！　ビブリオバトル　チャンプ本決定！　ビブリオバトル　チャンプ本決定！　ビブリオバトル　チャンプ本

さく

さく

ぶん こうせいしげかつい な ば

ちょ

にゅうもん

べつ ちょつよしささくら

てんかんき い へんたつるうちだ

き ほ ん かんしゅうゆ　みせんじゅつ まるやま

らくよう ちょあ さ い

第48回稲美町美術展作品募集第48回稲美町美術展作品募集
稲美町美術展の作品を募集します。
展示日時　11月９日（水）～13日（日）
　　　　　９：00～17：00（最終日は15：00まで）
募集部門　日本画、洋画、彫塑・工芸、書、写真
作品受付　10月８日（土）10：00～15：00
と こ ろ　ふれあい交流館　２階ホール

　平成29年１月８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。

応募資格　平成８年４月２日～
　　　　　平成９年４月１日生まれの人

成人式実行委員募集成人式実行委員募集

観　月　会観　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。
と　　き　９月18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

第49回　稲美町菊花展
と　　き　10月20日（木）～11月13日（日）
　　　　　９：00～17：00（最終日は14：00まで）
と こ ろ　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30日（金）

いなみ野山野草展～秋～いなみ野山野草展～秋～
と　　き　10月15日（土）9：00～17：00
　　　　　10月16日（日）9：00～16：00
と こ ろ　いなみ文化の森　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）

着付け教室
　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　10月16日（日）・23日（日）
　　　　　11月６日（日）9：30～11：30
と こ ろ　ふれあい交流館　和室
講　　師　菊本　郁子氏
定　　員　15人（先着順）
参 加 費　500円（全３回分）
受付開始　９月17日（土）9：00～

いくこ
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