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休館日：１月７日（月）・21日（月）
　　　　１月４日（金）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：１月７日（月）・21日（月）

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

「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。

①「ガラス製アクセサリー作り」
と　き　１月12日（土）、13日（日）、２月２日（土）、

３日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円
定　員　各回10人
対　象　稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
※成人式を迎えられる人は無料（免許証など年齢がわ
　かる物をお持ちください）

②「ガラスのひな人形作り」
　ガラス製のオリジナルひな人形

（お内裏様とお雛様）を作ります。
と　き　１月26日（土）、27日（日）
時　間　９：30～、10：50～、13：30～、14：50～

（各70分間）
参加費　１組500円（制作個数１組）
定　員　各回２組４人
対　象　稲美町または播磨町に住む小学生４年生以上

の人
※１人でも参加できます。
※作品は後日の引き渡しとなります。

申込・問合先　加古郡リサイクルプラザ　
 ☎ 437-7671（9：00～16：00）

加古郡リサイクルプラザ イベント情報加古郡リサイクルプラザ イベント情報加古郡リサイクルプラザ イベント情報
稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

大好評 !!『フィットネス　２週間体験』大好評 !!『フィットネス　２週間体験』大好評 !!『フィットネス　２週間体験』
　一般利用者対象のフィットネス 2 週間体験です。
　入会を迷われている人は、体験コースで試してみ
ませんか。
と　　き　１月５日（土）～２月28日（木）
内　　容　①トレーニングルームフリー使用可
　　　　　②スタジオプログラム参加可
　　　　　③体組成計使用可
　　　　　④プールフリー遊泳可
と こ ろ　いなみアクアプラザ
対　　象　16歳以上の運動が行える健康状態にある

人で未入会の人
　　　　　※18歳未満の人は保護者の同意が必要です。
定　　員　なし
料　　金　３,000円（２週間）
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中
 （電話申込不可）

※初回講習会を受けていない方は受講してく
ださい。

※体験コースとしての利用は２週間のみです。
問 合 先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１
　　　　　（毎週火曜日：休館日）

稲垣潤一
アコースティックライブ2013

と　き　3月17日（日）
　　　　開演18：30
　　　　（開場18：00）

入場料　全席指定4,000円
　　　　（当日4,500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。

デビュー31周年を迎え、
更に輝きを増すレイニー・ボイス
優しい春の夜風と共に大人の
ラブ・ソングをお楽しみください。

入場無料入場無料

★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

1/9 水
エルマーﾉ
【クラシック】

vol.199

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）

１月は第２水曜日に開催します。

2/6 水 vol.200
Suite（スーツ）
Seele（ゼーレ）【クラシック】

好評発売中

♪大切なあの人のためにスタインウェイピアノを弾こう♪

と　　　き　２月10日（日）
　　　　　　開演　10：00（開場　9：30）

企画・運営　コスモホールオペレータークラブ
　　　　　　コスモレディサークル

　今年も抽選で選ばれた70組の方々が、大切な人への
メッセージを込めてピアノを弾きます。熱い想いを奏
でる生の演奏をお楽しみください。

COSMO
バレンタイン ピアノコンサート
COSMO
バレンタイン ピアノコンサート

稲垣潤一
アコースティックライブ2013

エルマーﾉ

新しく入った本

請求記号

ピーターラビットもうひとつのおはなし エレノア・テイラー／絵 Ｅ  テ
おかあさんだもの 松成　真理子／絵 Ｅ  マ

おかしなゆきふしぎなこおり 片平　孝／写真・文 Ｊ 45 カ
ねずみのオスカーとはるのおくりもの リリアン・ホーバン／作 Ｊ 93 ホバ

請求記号

おはなし会　（図書館おはなし室）

一般書

児童書

絵本

幕末会津の女たち、男たち 中村　彰彦／著 281  ナ
こころ歳時記 吉元　由美／著 386  ヨ
元気塾弁 牧野　直子／著 596  マ
ことり 小川　洋子／著 Ｆ  オガ

図書館情報図書館情報図書館情報

＊おりっこの会＊
　1 月26日（土） 11：00～12：00 次回　２月23日（土）
　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　（図書館おはなし室）

＊としょかんえほん会＊
　 1 月 5 日（土）　11：00～ 次回　２月 ２ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 1 月29日（火）　11：00～ 次回　２月26日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 1 月12日（土）　11：00～ 次回　２月 ９ 日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 1 月19日（土） 14：30～ 次回　２月16日（土）

　１月26日（土）  14：30～（ふれあい交流館２階ホール）

※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

そうべえ　冬のおはなし会スペシャル

え

まつなり ま　り　こ え

ちょばくまつ あいづ おんな おとこ なかむら あきひこ

ちょよしもとさい じ　き ゆ　み

げんきじゅくべん ちょなおこまきの

ちょおがわ ようこ

さく

かたひら たかし しゃしん ぶん

と　き　１月13日（日）
　　　　13：30 ～（受付は13：00 ～）
ところ　稲美町立文化会館 コスモホール
対　象　平成４年４月２日 ～平成５年４月１日
　　　　生まれの人

稲美町成人式

　子どもから高齢者まで様々な人たちが、コーラスや
吹奏楽を発表するコンサートです。
　多数のご来場をお待ちしています。
と　き　１月27日（日）
　　　　開演13：00（開場 12：30）
ところ　稲美町立文化会館 コスモホール

いなみ野音楽祭いなみ野音楽祭いなみ野音楽祭いなみ野音楽祭いなみ野音楽祭

　新年に新たな気持ちで書かれた小学３年生から
中学３年生のかきぞめ作品です。ぜひご覧ください。
と　き　１月18日（金）～27日（日）
　　　　９：00～17：00
ところ　稲美町立ふれあい交流館　ギャラリー

新春かきぞめ大会作品展

と　き    １月26日（土）・２月９日（土）・23日（土）・
３月９日（土）　10：00 ～ 12：30

ところ    稲美町立ふれあい交流館 調理実習室
定　員    24人（先着順）
講　師    岸本　美恵子氏
参加費    2,500円（材料費込）

料理教室参加者募集料理教室参加者募集

み　え　こ

入場無料
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