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休館日：10月１日（月）・15日（月）
　　　　10月２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１日（月）・15日（月）

http://www.inami-bunkanomori.jp
info@inami-bunkanomori.jp

しめ縄飾りをつくろうしめ縄飾りをつくろうしめ縄飾りをつくろう

と　き　12月９日（日）
　　　　13：00～15：30
ところ　文化の森・ふれあい交流館
　　　　創作棟
募集人数　10人（先着順）
参 加 料 １人200円

持 ち 物　ハサミ、座布団、タオル
申　　込　10月13日（土）～11月30日（金）
　　　　　電話で受付　※毎週月曜休館

≪問合先≫  稲美町立郷土資料館
　　　　　TEL  492－3770

郷土資料館では、わらでできたお正月の「しめ縄飾り」
をつくる教室を開きます。

「残したい稲美町の風景」写真コンテスト「残したい稲美町の風景」写真コンテスト「残したい稲美町の風景」写真コンテスト

テ ー マ　稲美町のため池や農村などの特徴的な風景、また、身近な四季の風景や未来に伝えたい風景。
写　　真　応募写真は、６ツ切り 、 Ａ４ 、ワイド６ツ切り　のいずれかのサイズ（４ツ切り・ワイド４ツ切りは不
サイズ等　可とします）カラー・白黒、縦・横、余白の有無・大小は自由です。

平成23年1月1日以降に撮影された未発表の写真に限ります。
※特選・入選を受賞した作品は資料館で展示するため、受賞者には改めて半切サイズ（343 ㎜ ×420 ㎜）の

写真の提出をお願いします。
　 賞 　　特　選…１点（賞金３万円と賞状）　　入　選…２点（賞金１万円と賞状）　　佳　作…９点（賞状）
応募方法　応募用紙に記入のうえ、写真と応募用紙を資料館まで提出してください（郵送可）。応募写真の裏面にも

名前を記入してください（応募用紙貼付可）。
募集期間　平成25年１月31日（木）【必着】
審査発表　平成25年２月中旬ごろ発表予定
注意事項　◆応募は一人３点まで。◆応募者は町内外を問いません。

◆特選・入選・佳作を受賞した作品はお返しできません。
◆受賞作品の使用権は主催者（稲美町・稲美町教育委員会）に帰属し、町ホームページや広報紙等への掲

載、公共施設での展示など、公共の目的で作品を使用する場合があります。返却を希望されなかった作品に
ついては、受賞作品と同様の取り扱いとします。返却を希望された作品で受賞しなかったものについては、
公開使用せずにお返しします。また、肖像権問題について、稲美町・稲美町教育委員会は責任を負いません。

問 合 先　郷土資料館　写真コンテスト係　〒675-1114　兵庫県加古郡稲美町国安1286-55　TEL／FAX 492-3770

第 ７ 回

　稲美町には、先人たちが長い時間をかけてつくった多くのため池や水路、水田、集落などが広がる特徴的な風景
（文化的景観）があります。今ある美しい風景を守り、未来へ伝えていけるよう取り組んでいます。

入場無料入場無料

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを★

10/3 水 vol.196  さくら【クラシック】

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COSMO　夢コンサート
開演19：00（開場18：30）

天使の歌声を超える !
ロシアが誇る比類なき重厚なハーモニー♪
3 年ぶり 待望の来日。

と　き　　12月８日（土）
　　　　　開演19：00（開場18：30）
入場料　　全席指定 2,000円（当日：2,500円）
　　　　　５歳以上同一料金
　　　　　４歳以下のお子様の入場はできません。

モスクワ・アカデミー合唱団モスクワ・アカデミー合唱団
クリスマスコンサート2012

ふるさとコスモホールから未来へふるさとコスモホールから未来へ
まちのソリストが奏でる音楽会♪

と　き　11月３日（土・祝）
開　演　14：00（開場13：30）
入場料　一　　　般　2,000円（当日　2,500円）
　　　　高校生以下　1,000円（当日　1,000円）
出　演　ピ 　 ア 　 ノ：森玉　美穂 氏
　　　　　　　　　　：大國　享子 氏
　　　　　　　　　　：畑岡　知子 氏
　　　　クラリネット：野間　静香 氏
　　　　アルトサックス：坂田　雅枝 氏

地元出身のソリストがオーケストラと響演、名曲の
数々をお届けします。
スタインウェイピアノ2台の競演も！
芸術の秋、クラシックの響きにつつまれ、ゆったり
としたひとときを過ごしませんか？

いなみ文化の森20周年記念いなみ文化の森20周年記念

好評発売中

好評発売中

み　ほ

きょうこ

ともこ

しずか

まさえ

コスモホール名画シアター

好評発売中

（C）2012「わが母の記」
　　　　　　　  製作委員会

（C）2012「山桜」製作委員会

①「わが母の記」　と き  10月14日（日）
たとえ忘れてしまっても、きっと、愛だけが
残る。初めて知る母の想い。
50年の時を経てつながる家族のラブストーリー。

②「山桜」　と き  11月18日（日）
風雪に耐えて咲く山桜の下。男はひたむきに
正義を貫き、女は熱い想いを胸に秘めた。

①②いずれも  開　演  14：00（開場13：30）
　　　　　　  入場料【全席自由席】　
小学生以上　　　　　 800円（当日1,000円）
◆ペア券（２枚綴り）1,400円（当日1,800円）
◆「わが母の記」、「山桜」のセット券1,400円（当日1,800円）
その他の割引もあり。ただし、割引の併用はできません。

図書館情報図書館情報図書館情報
新しく入った本

請求記号

せかいいっしゅうビッグラリー ヨッヘン・シュトゥーアマン／作・絵 E  シ
オムライス・ヘイ！ 武田　美穂／作 E  タ

請求記号

青い鳥文庫ができるまで       岩貞　るみこ／作 J  02  イ
古代文明の大研究            関　真興／監修 J  20  コ
ヒストリーキーパーズ 上・下    ダミアン・ディベン／著 J  93 デイ

請求記号

おはなし会

一般書

児童書

絵本

妻が再就職するとき  大沢 真知子、鈴木 陽子／著 366  オ
江戸の天才数学者 鳴海　風／著 419  ナ
群ようこのおすすめ良品カタログ 群　ようこ／著 675  ム
ヒマラヤの風にのって         吉村　達也／著 916  ヨ

※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

＊おりっこの会＊
　10月27日（土） 11：00～12：00 （図書館おはなし室）
　対象：小学校低学年まで　　人数：10人程度
　※おりがみは用意しています。

おりがみ教室

＊としょかんえほん会＊
　10月 6 日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）

＊スプーンおばさん＊
　10月20日（土） 14：30～ （図書館おはなし室）
＊図書館＆子育て支援センター  コラボおはなし会＊
　10月22日（月） 10：00～ （ふれあい交流館2階ホール）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　10月13日（土）　11：00～ （図書館おはなし室）
＊としょかんよちよちえほん会＊
　10月16日（火）　11：00～ （図書館おはなし室）
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ちょじょう　 げ
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あお　　とりぶん  こ いわさだ さく

さく  え

さくたけ だ み　ほ

ちょつま さいしゅうしょく おおさわ ま ち こ すずき ようこ

　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７日（水）～ 11日（日）
　　　　　９：00 ～ 17：00（11日は、15：00まで）
と こ ろ　ふれあい交流館 ２階ホール
主　　催　稲美町立ふれあい交流館
運営協力　稲美町美術協会
※作品受付は、10月13日（土） 10：00 ～ 16：00

ちょうそ

と　　き　10月19日（金）～11月11日（日）
　　　　　９：00 ～ 17：00
と こ ろ　いなみ文化の森 南側駐車場
主　　催　稲美町立ふれあい交流館
共　　催　稲美菊の会〈ふれあい交流館サークル〉

第45回 稲美町菊花展

稲美町美術展稲美町美術展稲美町美術展

と　き　10月20日（土）　9：00～17：00
　　　　　　21日（日）　9：00～16：00
ところ　ふれあい交流館　研修室・ギャラリー
主　催　稲美町立ふれあい交流館
主　管　いなみ野山野草の会〈ふれあい交流館サークル〉

いなみ野山野草展～秋～

と　き　10月26日（金）～ 28日（日）
　　　　９：00～17：00（28日は15：00まで）
ところ　ふれあい交流館 ２階ホール
主　催　稲美町立ふれあい交流館
主　管　稲美町盆栽同好会〈ふれあい交流館サークル〉

秋季盆栽展秋季盆栽展

　民舞・詩吟・邦楽などの発表、いけ花の展示に
お茶席も用意しています。大抽選会もお楽しみに！
と　き　11月23日（金・祝）　10：20～
ところ　稲美町立文化会館 コスモホール
主　催　稲美町芸能フェスティバル実行委員会・
　　　　稲美町文化連盟
出演者募集
［対象者］高校生以下 ［定員］若干名

入場無料入場無料

芸能フェスティバル

　　　 ステキなかわいい小物がいっぱい！！
と　き  11月10日（土）・11日（日）
　　　  ９：30～12：00、13：30～16：00（午前・午後計４回）
ところ  ふれあい交流館 ギャラリー２
定　員  各回６人（申込みはふれあい交流館まで）
材料費  300円～1,000円程度（見本を事務所前に展示しています）
編物作品展  10月30日（火）～11月11日（日）

編物サークル体験講習会

着物を着て新年を迎えませんか?

と　き  11月18日（日）、12月１日（土）・16日（日）・23日（日・祝） 
　　　  14：00 ～ 16：00
ところ  ふれあい交流館  和室 講　師  菊本　郁子氏
参加費  200円 定　員  10人（先着順）
受付開始日　10月２日（火）から

着付け教室
いく こ
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