
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：11月７日（月）、21日（月）、
　　　　28日（月）、29日（火）、30日（水）
　　　　11月１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：11月７日（月）、21日（月）

③10周年記念イベント!!③10周年記念イベント!!③10周年記念イベント!!①メンテナンス休館日のご案内①メンテナンス休館日のご案内①メンテナンス休館日のご案内
　オープンから１０周年を迎えるにあたり、利用者の皆さんに感謝
の気持ちをこめてイベントを実施します。皆さんのご来館をお待ちし
ています。
と　　き　11月6日（日）
内　　容 (1)10周年特別レッスン

スタジオ①「みんなで楽しくボクシングEX」
  9：30～10：15
スタジオ②「脳活性化プログラム」 10：30～11：15
プール　①「だれでもアクアビクス」 11：30～12：15
プール　②「アクアズンバ」 12：30～13：15

(2) プールアスレチック  14：00～16：00
プールに巨大な遊び遊具が登場します！

(3) 先着1,000人抽選会  10：00～16：00
と こ ろ　いなみアクアプラザのスタジオ・プール
定　　員　スタジオのみ先着40人
参 加 費　無料　※(1)、(2)は別途入館料が必要です。

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。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　11月13日、20日、27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』

　メンテナンスのため、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。

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

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

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】

12/7 水 vol.241 エルマーノ【クラシック】

好評発売中

曲　目

と　き
開   演
出演料

演奏時間

演奏要件

応募方法

締　切

平成29年2月12日（日）
午前の部10：00　午後の部13：00
子ども（小学生以下）1人1,000円
一般（中学生以上）　1人2,000円
※グループの場合、人数分必要です。
子ども（小学生以下）  5分以内
一般（中学生以上）　10分以内
マイク使用無し。ピアノ演奏とのアンサンブル、歌は
OKです。
1人または1組につき1枚の郵便ハガキに、代表者（出演者
・保護者）の郵便番号、住所、氏名（よみがな）、年齢、学年、
電話番号、出演人数、演奏曲名、曲番、作曲者氏名（よみ
がな）、演奏時間、演奏への思いを書いて、〒675-1114　
稲美町国安1286-1　コスモバレンタインピアノ係へお送
りください。
11月20日（日） 17：00必着
※抽選結果を全員に発送します。当選者は12月17日（土）
か18日（日）の打ち合わせへの参加が必須です。

大切な人へスタインウェイピアノを弾こう！

COSMO バレンタインピアノコンサート出演者募集COSMO バレンタインピアノコンサート出演者募集COSMO バレンタインピアノコンサート出演者募集

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

ファミリア創業者坂野惇子
子どもとスマホ
クルマの図書館コレクション
漱石の愛した絵はがき

289  バ
367  イ
537  ウ

910.2  ナ

中野　明／著
石川　結貴／著
内野　安彦／著
中島　国彦／他編

名画で遊ぶあそびじゅつ！
フラダン

エリザベート・ド・ランビリー／著
古内　一絵／作

Ｊ  72  ラ
Ｊ 91 フル

請求記号児童書

ゴードン・パークス
かあさんのまほうのかばん

ジェイミー・クリストフ／絵
なかざわ　くみこ／絵

　Ｅ  ク
　Ｅ  ナ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
11月12日（土）　11：00～ 次回   1月14日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
11月19日（土）　14：30～ 次回 12月10日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
11月22日（火）　11：00～ 次回 12月20日（火） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
11月26日（土）　11：00～ 次回 12月24日（土） 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）　
　11月26日（土）10：00～12：00
　 テーマ：「万葉びとの時代」～歌に詠まれた印南野とその周辺～
　 講　師： 船越　哲也氏　　　　募集人員：25人
　＊＊詳しくは図書館までお問い合わせください＊＊

臨時休館のお知らせ
システム入替のため、つぎのとおり臨時休館いたします。
11月28日（月）～ 30日（水）
インターネット予約・検索業務は、つぎのとおり停止します。
11月28日（月）0：00 ～ 30日（水）24：00
　
　ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よろしくお願
いいたします。
　なお、11月の図書館の休館日は、１日（火）、７日（月）、
21日（月）、28日（月）、29日（火）、30日（水）となります。

てつ や

え

え

ちょめいが あそ

ふるうち かず え さく

そうぎょうしゃ こあつのばん ちょあきらなか の

こ ちょゆう きいしかわ

と しょかん ちょやすひこうち の

そうせき あい え ほかへんくにひこなかじま

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（13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

第49回　稲美町菊花展
と　　き　11月13日（日）まで
　　　　　９：00～17：00（13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）

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

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　12月17日（土）9：30～11：30
と こ ろ　ふれあい交流館　調理実習室
講　　師　小川　由希氏
対　　象　４歳以上の未就学児童とその保護者  
定　　員　親子16組　32人（先着順）
　　　　　※必ず児童１人につき保護者１人で
　　　　　　お申し込みください。
参 加 費　１組700円（材料費込）
　　　　　※牛乳・小麦粉・バターを使用します。
受付開始　11月23日（水・祝）9：00～

と　　き　12月17日（土）13：30～15：00
と こ ろ　いなみ文化の森　正面玄関前駐輪場
定　　員　30人（先着順）
参 加 費　3,000円（材料費込）
受付開始　11月25日（金）9：00～

親子で協力してクリスマスケーキを作ろう！

入場無料

松・竹・梅・葉ぼたんなどを寄せ植えして
門松をつくります。

門松づくり参加者募集

ゆ　き

親子でつくろう！クリスマスケーキ
参加者募集

親子でつくろう！クリスマスケーキ
参加者募集
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