
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：３月５日（月）・19日（月）
　　　　３月６日（火）は資料整理日です

ふれあい交流館

図書館
休館日：３月５日（月）・19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）

4/4 水  vol.255
ポスカの会【クラシック】
音の宝石箱【クラシック～ポップス】

入場無料入場無料
2/7 水 vol.254

兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
加古雅道会【雅楽】

3/7 水 vol.255

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、またはお越しください。

第19回COSMO夢コン
音のフェスティバル
第19回COSMO夢コン
音のフェスティバル
第19回COSMO夢コン
音のフェスティバル
第19回COSMO夢コン
音のフェスティバル
～世界の名曲をたずねて～～世界の名曲をたずねて～

と　　き　３月４日（日）
開　　演　13：30（開場13：00）
出演団体　夢コンサート登録団体

と　き　5月27日（日）
上　映　午前の部 10：30（開場10：00）
　　　　午後の部 14：00（開場13：30）
入場料　500円／回【全席自由席】
※３歳以上有料。チケットのない３歳
　未満のお子さんは、保護者のひざの
　上での観賞となります。
※完全入替制

　毎月第一水曜日に開催している「COSMO夢コ
ンサート」の出演団体による“音の共演”！ぜひお
聴きください。

映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」映画「怪盗グルーのミニオン大脱走」
　可愛くて不思議な生き物「ミニオン」
の最新作をお楽しみください。

入場無料

3月11日(日)
10：00～

前売発売開始

▲ポスカの会

▲音の宝石箱

予告 あの先生がコスモホールに！？あの先生がコスモホールに！？

いなみときめき講座いなみときめき講座いなみときめき講座いなみときめき講座
と　　き　◯月◯日（　）　※予定
開　　演　◯：◯◯（開場◯：◯◯）
入 場 料　未定
前売り発売開始は、◯月◯日（◯）◯：◯◯から　※予定

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、またはお越しください。

5/9 水 vol.256
リコーダーアンサンブル　ロンド
　　　　　　　　　　　【クラシック他】
コスモシンフォニックウィンズ【吹奏楽】
※５月は第２水曜日に開催します。

(C) 2016 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

※4歳以下
　入場不可

請求記号一般書

大人に刺さる幼稚保育園児の名言

美しき小さな雑草の花図鑑

「太陽の塔」岡本太郎と７人の男（サムライ）たち

蒼き山嶺

376　オ

470　タ

606　ヒ

F ハセ

東邦出版編集部／編

多田　多恵子／著

平野　暁臣／著

馳　星周／著

クレヨンで描いたおいしい魚図鑑

ぼくにできること

加藤　休ミ／著

土屋　竜一／著

Ｊ  66  カ

Ｊ 91 ツチ

請求記号
児童書

ハンカチやさんのチーフさん

おふろでにほんちず

Ｅ  イ

Ｅ  ミ

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。

☆ようこそ図書館へ☆
新たな一歩を踏み出す準備におすすめの本をご紹介します。

春は出会いと別れの季節。
大事な人にあなたの気持ちを送りましょう！

「おもしろい！楽しい！うれしい！手紙」

　手紙は送るのも、もらうのも、楽し
いもの。この本は、はがきや封書の書

きかた、郵便の歴史、仕組みなど、手紙の面白いところ
をたくさん紹介。
　きっとあなたも手紙が書きたくなる本です！

「まねる力」

　厳しい現代社会を生き抜くために、もっとも
必要なもの…。それが、「まねる力」！できる
人のやり方を自分流にアレンジして、新しい創
造性、クリエイティブを生み出しましょう！

たの て がみ

ちから

ちょ

スギヤマ　カナヨ　著

ちょさいとう たかし

齋藤　孝　著

たいよう とう おかもと ろう にんた

伊藤　夏紀／原案・絵

宮知　和代／作・絵

「相手をイラッとさせない！
メールの好感度を上げるマナー＆文例」

　知っているようで知らないメールの
常識。件名って必ず入力するもの？
　深夜・早朝のメール送信は失礼？受
信メールには必ず返信するの？
　PCでのビジネスメールやプライベートで送る携帯、ス
マホのメールまで、マナーと文例を実例とともに紹介。

あい

こうかん ぶんれいど あ

て

ちょすぎもと ゆう こ

杉本　祐子　著

おはなし会

ようこそ図書館へ

（図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会＊
３月10日（土）  11：00～ 次回

  ４月14日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
３月17日（土）  14：30～ 次回

  ４月21日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
３月20日（火）  11：00～ 次回

  ４月24日（火） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
３月はお休みです 次回

  ４月28日（土） 11：00～

そうべえ
春のおはなし会スペシャル
　春休みのお楽しみ！小さなお子さんから
大人まで参加いただけます。
　日頃なかなか見ることのできないブラッ
クパネルシアターを、ぜひご覧ください。
と　き　３月24日（土）　14：30～
ところ　ふれあい交流館２階ホール
プログラム
　エプロンシアター「おむすびころりん」
　巻き巻き絵本　　「ぐりとぐら」
　ブラックパネルシアター
　　　　　　　　　「ドキドキドン１年生」
　　　　　　　　　「花さき山」

へんしゅっぱん へんしゅうぶ とうほうおとな さ よう ち えん めいげんじほ いく

ちょた　だ た　え　こうつく ちい ざっそう はな ず かん

ちょあきおみひら の

ちょせいしゅうあお さんれい はせ

ちょか とう やすか さかなずかん

ちょつち や りゅういち

げんあん えい とう なつ き

さく えみや ち かず よ

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
文化の森オープン25周年記念事業
稲美町立ふれあい交流館

選抜美術展
　平成30年度の高齢者大学「あたご大学」の学
生を募集します。
対　　象 　町内在住の満60歳以上
　　　　　（昭和33年４月１日以前に生まれた人）
自治会費　 年間5,000円
開 講 日　原則として第１・３木曜日
申込受付　３月４日（日）まで

あたご大学生募集

入場無料

　文化の森オープン25周年を記念し、稲美町立
ふれあい交流館選抜美術展を開催します。
　この美術展は、日本画、洋画、書、写真の4部
門で展示します。

と　　き　３月７日（水）～18日（日）
9：00～17：00
※最終日18日（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

入場無料

　○○○○○○○○○○○○○○○○
と　　き　4月○日（○）○：○～○：○
と こ ろ　ふれあい交流館　
定　　員　○人（先着順）
主　　催 　○○サークル（ふれあい交流館サークル）
参 加 費　○○円（材料費込）
申込開始　3月○日（○）9：00～

○○体験参加者募集
サークル体験教室
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