
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：10月２日（月）・16日（月）
　　　　10月３日（火）は資料整理日です

ふれあい交流館

図書館
休館日：10月２日（月）・16日（月）

文化会館（コスモホール）

コスモホール情報コスモホール情報コスモホール情報コスモホール情報
★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

COSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサートCOSMO　夢コンサート
入場無料入場無料

開演19：00（開場18：30）

10/4 水 vol.250
加古雅道会【雅楽】      
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】

11/1 水 vol.251
さくら【クラシック】
Suite(スーツ)【クラシック】

長島雅枝（Sax・Vo）
Jazz Live Concert 
長島雅枝（Sax・Vo）
Jazz Live Concert 
長島雅枝（Sax・Vo）
Jazz Live Concert 
長島雅枝（Sax・Vo）
Jazz Live Concert 

と　　き　11月18日（土）・19日（日）
開　　演　２日とも14：00（開場13：30）
入 場 料　各日2,000円【全席自由】
※未就学児入場不可
★2日続きの100人限定Live
　・演奏者もお客さんも全員舞台の上!!
　　ドリンク付、まるでLive House
11月18日（土） 宮川真由美（p）　Zingoro（b）
 岡本健太（d）　　Tommy（tb）
11月19日（日） MASAX-274 
 志水愛（p）・砂川雅城（b）・岩高淳（d）
 with 横尾昌二郎（tp）　今西佑介（tb）

－プロフィール－
　長島雅枝（旧姓：坂田）

稲美町出身。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年第８回なにわジャズ大賞・第52回なにわ芸術祭新
人奨励賞受賞。
2016年第17回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。

加古雅道会 兵庫大学吹奏楽部

ミラノ大聖堂聖歌隊
クリスマスコンサート2017
ミラノ大聖堂聖歌隊

クリスマスコンサート2017
ミラノ大聖堂聖歌隊

クリスマスコンサート2017
ミラノ大聖堂聖歌隊

クリスマスコンサート2017
　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。

　夢コンサートはボランティア（オペレータークラブ、
レディーサークル）で運営しています。ただいま会員
募集中！舞台設営の見学もできます。お気軽にお問い
合わせ、またはおこしください！

と　　き　12月３日（日）
開　　演　14：00（開場13：30）
入 場 料　１階席 2,000円（当日2,500円）［全席指定］
　　　　　２階席 1,500円（当日2,000円）［全席指定］
※未就学児入場不可

入場券発売中

入場券発売中
海外合唱団と兵庫稲美少年少女合唱団の共演海外合唱団と兵庫稲美少年少女合唱団の共演

請求記号一般書

地図でめぐる神社とお寺（２版）
西郷どんとよばれた男
スーパーはちみつマヌカハニー使いこなしBOOK
オリンピックがやってきた　

175  チ
289  サ
498  ス
F  ホリ

帝国書院編集部／著
原口　泉／著
佐々木　薫／監修
堀川　アサコ／著

珍獣ドクターのドタバタ診察日記
おもちゃの迷路

田向　健一／著
香川　元太郎／作・絵

Ｊ  64  タ
Ｊ  75  カ

請求記号
児童書

おにぎりのひみつ
もしかしてオオカミ！？

Ｅ  カ
Ｅ  マ

絵本 請求記号

新しく入った本
図書館情報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

おはなし会（図書館おはなし室）
＊としょかんえほん会＊

10月14日（土）　11：00～ 次回11月11日（土） 11：00～
＊としょかんよちよちえほん会＊

10月17日（火）　11：00～ 次回11月21日（火） 11：00～
＊スプーンおばさん＊

10月21日（土）　14：30～ 次回11月18日（土） 14：30～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊

10月28日（土）　11：00～ 次回11月25日（土） 11：00～

☆ようこそ図書館へ☆
みんなで、秋の星空を見上げてみましょう！おすすめの本を紹介します。

「絵本　眠れなくなる宇宙といのちのはなし」

　宇宙は何でできているの？宇宙はどうやって
うまれたの？古代エジプトの暦から現代の天文
学が明らかにした宇宙の姿まで、人の「宇宙観
」をやさしく描いた絵本。

佐藤　勝彦　作
さくさ と う かつひこ

「今夜、流れ星を見るために」
こんや ながえほん うちゅうねむ ぼし み

　流れ星は特別な道具を使わなくても、簡単に見るこ
とができるそう。いつ、どこで、どのように見ればよい
のか、そのポイントを解説。流れ星や流星群の正体、
撮影の仕方なども紹介。さて、見つけられるかな？

へんほしぞら へんしゅうぶ
星空さんぽ編集部　編

歴史講座
と　　き　11月19日（日）　10：00～12：00
と こ ろ　ふれあい交流館研修室１
テ ー マ　「東播磨の国宝　～鶴林寺と浄土寺～」
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。

ふなこし て つ や

ち　ず じんじゃ てら はん ちょへんしゅうぶていこくしょいん

せ　ご おとこ ちょいずみはらぐち

つか さ　さ　き かおる かんしゅう

ちょほりかわ

けんいち ちょたむかいちんじゅう かんさつにっき

めいろ さく えげん た ろうか が わ

かとう　まふみ／作・絵
グレゴワール・マビール／絵

えさく

え

着付け体験教室　参加者募集
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22日、29日、11月19日　
　　　　　いずれも日曜日　9：30～11：30　※全３回
と こ ろ　ふれあい交流館　和室
講　　師　　本　郁子先生
定　　員　15人（先着順）　参 加 費 　500円
受付期間　10月15日（日）まで（受付９：00～17：00）

観　月　会

と　　き　10月1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

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。

ふれあい交流館情報ふれあい交流館情報ふれあい交流館情報ふれあい交流館情報
第49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。
展示期間　11月８日（水）～12日（日）
　　　　　9：00～17：00（12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7日（土）10：00～15：00

編物サークル体験講習会参加者募集
ズパゲッティ風バッグを編みましょう！

と　　き　11月４日（土）・５日（日）（全4クラス）
　　　　　①9：30～12：00　②13：30～16：00
と こ ろ　ふれあい交流館　ギャラリー2
定　　員　各クラス６人（４クラス）※先着順
材 料 費　1,000円程度
主　　催　編物サークル（ふれあい交流館サークル）
受付期間　10月6日（金）～10月31日（火）
　　　　　9：00～17：00まで
※見本を10月6日から事務所前に展示しています。
※編物サークル作品展は10月24日（火）～11月5日（日）にふれあ
　い交流館ギャラリー1にて開催します。

いなみ野山野草展～秋～
と　　き　10月21日（土）9：00～17：00
　　　　　10月22日（日）9：00～16：00
と こ ろ　いなみ文化の森　ロビー　ほか
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）

秋季盆栽展
と　　き　10月27日（金）～29日（日）
　　　　　9：00～17：00（29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）

第50回　稲美町菊花展
と　　き　10月20日（金）～11月12日（日）
　　　　　９：00～17：00（11月12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）

サークル会員募集中！

いくこ
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