
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：10月３日（月）・17日（月）
　　　　10月４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３日（月）・17日（月）

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１日（土）、16日（日）
　　　　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２日（日）、15日（土）、29日（土）、30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、別途実費が必要です。

③ガラス製時計作り
　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８日（土）９：30～12：00、
　　　　９日（日）９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　1,500円　　定　員　各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

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　10月22日（土）、23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。

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、②は小学４年生以上が対象です

①大好評!!『２週間体験』①大好評!!『２週間体験』①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。
と　　き　10月1日（土）～10月17日(月）　
　　　　　※18日（火）以降は施設にお問い合わせください。  
と こ ろ　いなみアクアプラザ
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

対　　象　未入会の人
・過去に２週間体験に参加された事がない人
・会員登録をされた事がない人
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）

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受付にて（電話予約不可）
そ の 他　トレーニングルームを利用する際は、室内用トレーニ

ングシューズ・トレーニングウエアが必要です。

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・小学生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。
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　10月２日、９日、16日、23日（いずれも日曜日）
　　　　　幼　児⇒9：30～10：00　小学生⇒10：15～11：45
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール 
内　　容　水慣れからバタ足まで、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る） 
定　　員　各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で受付中（電話予約可） 

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（休館日：毎週火曜日）

②『幼児・小学生水泳教室無料体験』

③メンテナンス休館日のご案内③メンテナンス休館日のご案内
　メンテナンスの為、10月28日(金)～11月３日(木・祝)を休館
とします。あらかじめ、ご了承ください。

③メンテナンス休館日のご案内

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）

～ 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

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
　　　　　　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

好評発売中

★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
開演19：00（開場18：30） 入場無料入場無料

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

11/2 水 vol.240 さくら【クラシック】
コスモシンフォニックウィンズ【吹奏楽】

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
　コスモホールの舞台裏方（ボランティアスタッフ）による、
普段見ることの出来ない舞台裏の見学と舞台裏方の体験講
座を開催します。
と　　き　11月23日（水・祝）　
　　　　　①バックステージツアー　10：00～12：00
　　　　　②裏方体験講座　　　　　13：00～17：00
定員・対象　10人（多数の場合は抽選）・18歳以上の人（高校生不可）
参 加 費　無料
申込期限　11月１日（火）必着
申込方法　往復ハガキまたはＥメールに住所、氏名、年齢、

電話番号、①②のご希望のコースを記入の上、
コスモホール（〒675-1114　稲美町国安
1286-1）までお送りください。

好評発売中

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

白熱！「中学読書プロジェクト」
日の沈む国から
電動アシスト自転車を使いつくす本
川島隆太教授の脳トレ川柳

019  ア
304  カ
536  ヒ
911  カ

赤荻　千恵子／編著
加藤　典洋／著
疋田　智／著
川島　隆太／編

人体シアターへようこそ！
星になった子ねずみ

マリス・ウィックス／作
手島　悠介／作

Ｊ  49  ウ
Ｊ 91 テシ

請求記号児童書

どろろんびょういんどっきりどきどき
エイハブ船長と白いクジラ

かとう　まふみ／絵
マヌエル・マルソル／作・絵

　Ｅ  カ
　Ｅ  マ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
10月 8 日（土）　11：00～ 次回 11月12日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
10月15日（土）　14：30～ 次回 11月19日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
10月18日（火）　11：00～ 次回 11月22日（火） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
10月22日（土）　11：00～ 次回 11月26日（土） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

え

えさくせんちょう しろ

さくじんたい

て し ま ゆうすけ さくほし こ

はくねつ ちゅうがくどくしょ へんちょち　え　こあかおぎ

ひ しず くに ちょのりひろか と う

でんどう じてんしゃ ほんつか ちょさとしひ き た

かわしまりゅうたきょうじゅ のう せんりゅう へんりゅうたかわしま

第48回稲美町美術展第48回稲美町美術展
　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。
と　　き　11月９日（水）～13日（日）
　　　　　９：00～17：00（最終日は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
運営協力　稲美町美術協会
※作品受付は10月８日（土）10：00～15：00

編物サークル体験講習会編物サークル体験講習会

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）

秋季盆栽展
と　　き　10月21日（金）～23日（日）
　　　　　9：00～17：00（最終日は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
共　　催　稲美町盆栽同好会
　　　　　（ふれあい交流館サークル）

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）

おしゃれで重宝な小物がいっぱい
と　　き　11月５日（土）・６日（日）
　　　　　①9：30～12：00　②13：30～16：00
　　　　　（全４クラス）
と こ ろ　ふれあい交流館　ギャラリー2
主　　催　編物サークル（ふれあい交流館サークル）
定　　員　各回６人（先着順）
材 料 費　200円～1,000円
受付期間　10月７日（金）～10月31日（月）
　　　　　9：00～17：00
※見本を10月７日から事務所前に展示しています。
作 品 展　10月26日（水）～11月6日（日）
　　　　　ふれあい交流館　ギャラリー1

サークル会員募集中
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