
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：11月６日（月）・20日（月）
　　　　11月７日（火）は資料整理日です

ふれあい交流館

図書館
休館日：11月６日（月）・20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

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。
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

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

と　　き　11月３日（金・祝）
開　　演　14：00（開場13：30）
※未就学児入場不可　　　

好評につき、
入場整理券の配付は

終了しました。

COSMO HALL 25周年記念コンサート
－新たな歴史の幕開け－

COSMO HALL 25周年記念コンサート
－新たな歴史の幕開け－
稲美町吹奏楽団

「コスモシンフォニックウィンズ」
稲美町吹奏楽団

「コスモシンフォニックウィンズ」
稲美町吹奏楽団

「コスモシンフォニックウィンズ」
稲美町吹奏楽団

「コスモシンフォニックウィンズ」

と　き
開   演
受付期間

出演料

演奏時間

演奏要件

応募方法

平成30年2月11日（日）
午前の部10：00　午後の部13：00
11月１日（水）～11月19日（日）
９：00～17：00
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　※１曲に限る
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曲の演奏に限ります。

大切な人へスタインウェイピアノを弾こう！

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、誰のために弾くかなど演奏へ
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。
※抽選結果を全員に発送します。当選者は12月17日

（日）の打合せへの参加が必須です。

請求記号一般書

魔法のように効くスープ　
いちばんていねいなはじめての盆栽の育て方
十八番の噺
分岐点

596  マ
627  ヒ
779  オ
F  ソネ

牧野　直子／著
広瀬　幸男／著

春風亭　昇太／他著
曽根　圭介／著

光をくれた犬たち盲導犬の一生
まっすぐな地平線

今西　乃子／著
森島　いずみ／著

Ｊ  36  イ
 Ｊ  91 モリ

請求記号
児童書

トーストン
ヴァンピリーナはバレリーナ

Ｅ  ア
Ｅ  フ

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。

おはなし会
（図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会＊
11月11日（土）  11：00～ 次回

１月13日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
11月18日（土）  14：30～ 次回

12月 ９日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
11月21日（火）  11：00～ 次回

12月19日（火） 11：00～

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

12月23日（土・祝） 11：00～

☆ようこそ図書館へ☆
芸術の秋、ゆったりおうちで音楽など・・・。新しいＣＤが入りました！ご紹介します。

「NO.1　MOVIE　HITS」
～大切なことは、ぜんぶ映画が教えてくれた。～
1980年代からの映画主題歌、テーマ曲を厳選！
あの頃の自分に会える音楽です。
懐かしい思い出に浸ってください。

「こだまでしょうか」
～心おだやかにきく　金子みすゞ の詩　ベスト80～
小学校の教科書にも多数取り上げられているみ
すゞの詩。すべてのものにやさしいまなざしを向
け、共に生きる大切さを教えてくれます。名女優
５人の朗読でお楽しみください。

歴史講座　東播磨の国宝　～鶴林寺と浄土寺～ ポーセラーツ講座～オリジナルランチプレートを作ろう～
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
講　師　船越　哲也氏　　　募集人員　25人（先着順）
受講料　100円

と　き　11月22日（水）　10：00～12：00
ところ　ふれあい交流館　研修室１
講　師　後藤　啓子氏　　　募集人員　25人（先着順）
参加費　1,800円

ふなこし てつ や ご とう けい こ

ま ほう き ちょなお こまき の

そだぼんさい かた ちょゆき おひろ せ

お　は　こ はなし しゅんぷうてい た ほかしょう ちょ

ぶん き てん ちょそ　ね けいすけ

いまにし ちょのり こいっしょうひかり いぬ もうどうけん

ち へいせん ちょもりしま

新井　洋行／著
レウィン・ファム／絵

ちょあら い ひろゆき

え

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

第50回　稲美町菊花展
と　　き　11月12日（日）まで
　　　　　９：00～17：00（12日は14：00まで）

大菊切花展は、11月１日（水）～４日（土）まで
事務所前ロビーで開催します。

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23日（木・祝）10：20～15：00
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！ 入場無料

と　　き　12月16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24日（金）9：00～

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 ★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）

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

12/6 水 vol.252
エルマーノ【クラシック】

さくら Suite(スーツ)

　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。只今会員募集
中！舞台設営の見学もできます。お気軽にお問い合わ
せ、またはお越しください！

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 

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COSMO バレンタインピアノコンサート出演者募集

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。

入場券発売中
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