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休館日：２月４日（月）・18日（月）
　　　　２月５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：２月４日（月）・18日（月）

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

ガラスのひな人形作り
ガラス製のオリジナルひな人形（お内裏さまとおひなさま）を作ります。
と　き：２月２日（土）、３日（日）、９日（土）、10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１組２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人での参加もできます。　※作品は後日の引き渡しとなります。

《ベビー用品の貸し出しについて》
　加古郡リサイクルプラザでは、住民の皆さんが提供してくださったベビー用品の貸し出しを行っています。お
子さんやお孫さんの出産を控えている人は、ぜひ一度お越しください。
　貸出期間は一年間（延長も可）で、貸出は無料ですが、次に使う人のために、きれいにしてから返却してください。
＊ベビーカー、ベビーバス、ベビーベッド、チャイルドシートその他各種ベビー用品を取り揃えていますが、人気の品は一時

欠品になる場合もあります。
＊多くの人に利用していただくため、貸し出しは一家族につき３点までとします。　
＊毎週月・火曜日は休館日のため、ベビー用品の貸出はできません。

申込・問合先　加古郡リサイクルプラザ　☎ 437-7671
ところ　播磨町新島60番地（JR土山駅から南へ約５㎞、新島南端を西へ入ってすぐ）

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」

①『幼児・ジュニアスイミングスクール会員募集』①『幼児・ジュニアスイミングスクール会員募集』①『幼児・ジュニアスイミングスクール会員募集』

③『春休み　短期水泳教室』参加者募集③『春休み　短期水泳教室』参加者募集③『春休み　短期水泳教室』参加者募集

　３回コース　いずれも13：00～14：00
※一般参加の人は初回に体組成測定を実施するため12:30に集合して

ください。
持 ち 物　２月25日（月）、３月４日（月）は、外履き用の運動靴が必要
と こ ろ　いなみアクアプラザ

※２月25日（月）、３月４日（月）は屋外で開催予定です。
対　　象　16歳以上の運動が行える健康状態にある人
　　　　　※18歳未満は保護者の同意が必要です。
定　　員　一般：20人　会員：20人
料　　金　一般：1,000円　会員：無料
一般特典　講習当日、トレーニングルームとプールを無料で使用でき

ます。体組成（脂肪量、筋肉量）測定を無料で実施します。
※トレーニングルーム利用の際は講習会修了証が必要です。

②『ウォーキングを始めませんか』②『ウォーキングを始めませんか』②『ウォーキングを始めませんか』
　「ウォーキング」をテーマに正しい知識を習得し、運動療法
によって身体を改善していきます。
　運動の基礎を学び、ウオーキングを始めませんか？
とき及び内容　
　２月18日（月）　体組成測定（体脂肪量・骨量・筋肉量）、講義、自重運動
　２月25日（月）　ウォーキング講座、自重運動
　３月４日（月）　ウォーキング

　４月からのスイミングスクール生を募集します。
　水泳は体力向上のほか、さまざなメリットがあります。
　習い事が初めてのお子様も、お気軽にどうぞ！
募集クラス及びとき
◎幼児クラス　毎週  水曜日  14：10～15：10
◎ジュニアクラス
　毎週  月、金曜日（曜日は選択）16：50～17：50
　毎週  土曜日  9：30～10：30　14：10～15：10（時間は選択）
◎幼児、ジュニアクラス（幼児とジュニアの混合クラス）
　毎週  月、水、木、金曜日（曜日は選択）15：30～16：30
　毎週  水曜日  16：50～17：50
　毎週  土曜日  11：50～12：50  14：10～15：10（時間は選択）
と こ ろ　いなみアクアプラザ内
対　　象　幼児クラス（３才児～未就学児）
　　　　　ジュニアクラス（小中学生）
定　　員　各クラス　若干名
月 会 費　毎月　5,000円

とき及び　３月28日（木）～31日（日）　４日間
内　　容　Ａコース 9：30～10：30　Ｂコース 11：15～12：15
対　　象　幼児クラス（３才児～就学前）
　　　　　ジュニアクラス（小学１～６年生）
定　　員　75人（先着順）　料　　金　5,000円（４日間）

※３月20日（水）までのキャンセルについては全額返金
　しますが、それ以降は返金できません。

申込期間　２月20日（水）10：00～３月17日（日）まで
①②③共通事項
申込方法　いなみアクアプラザで受付
③のみ電話による先行予約ができますが、1週間以内に入金が
ない場合は無効となります。  
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。

毎月第１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 ”！今年の大合奏のテ
ーマは「世界のふるさと」です。ぜひ、お聴きください。

好評発売中

入場無料
（要整理券）
コスモホール
事務所にて
発行中

チケット発売日
３月24日（日）
10：00～

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組の人たちが、大切なあの人へ
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

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!★

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

vol.200

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）

と　　き　３月３日（日）
　　　　　開演 13：30（開場  13：00）
出演団体　・加古雅道会　・キャロル
　　　　　・コスモシンフォニックウィンズ
　　　　　・Suite（スーツ）
　　　　　・兵庫稲美少年少女合唱団　・創憧会
※４歳以下のお子様の入場はお断りいたします。

と　き　6月15日（土）
　　　　開演16：00（開場15：30）
入場料 全席指定5,000円
　　　　（当日5,500円）
 就学児以上同一料金
 未就学児のお子様の入場は
 できません。

入場無料

第14回COSMO夢コン音のフェスティバル第14回COSMO夢コン音のフェスティバル第14回COSMO夢コン音のフェスティバル

布施 明 LIVE2013布施 明 LIVE2013
ライブならではの迫力のステージをぜひご堪能ください。

♪大切なあの人のためにスタインウェイピアノを弾こう♪

新しく入った本

請求記号

ゆきのよあけ あべ　弘士／絵 E  ア
ねえたんがすきなのに 鈴木　まもる／絵 E  ス

はじめての編み物　棒針編み 寺西　恵里子／作 J  59  テ
ルドルフとスノーホワイト 斉藤　 洋／作 J  91 サイ

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

僕の死に方 金子　哲雄／著 289  カ
しょうが、にんにく、ねぎ！ 藤井　恵／著 596  フ
エンジェルフライト 佐々　涼子／著 673  サ
オツな日本語 金田一　秀穂／著 810  キ
八重の桜１ 五十嵐 佳子／ノベライズ、山本 むつみ／作 F  イガ

図書館情報図書館情報図書館情報

＊おりっこの会＊
　2 月23日（土） 11：00～12：00 次回　３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＊
　 2 月 2 日（土）　11：00～ 次回　３月 ２ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 2 月26日（火）　11：00～ 次回　３月19日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 2 月 9 日（土）　11：00～ 次回　３月 ９ 日（土）

＊スプーンおばさん＊
　 2 月16日（土） 14：30～ 次回　３月16日（土）

※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
えひろし

すずき え

ちょぼく し かた かねこ てつお

ちょめぐみふじい

ちょりょうこさ　さ

ちょきん  だ  いちにほんご ひでほ

さくやまもといがらしや　え さくら けいこ

さくひろしさいとう

てらにし え　り　こぼうばりあ もの あ さく

対　　象    町内在住の満60歳以上
　　　　　（昭和28年４月１日以前の生まれ）
自治会費    年間3,000円
開 講 日    原則として第１・３木曜日
申込受付    ２月７日（木） ～ ３月３日（日）

あたご大学生募集あたご大学生募集
平成25年度の高齢者大学「あたご大学」の学生を募集します。

ふれあい交流館サークルによる発表会を開催します。
各サークルの活動成果をどうぞご覧ください。

と　　き　３月12日（火）～ 24日（日） 9：00 ～ 17：00
　　　　　※最終日24日（日）は15：00まで
と こ ろ    稲美町立ふれあい交流館 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

ふれあい交流館サークル発表会ふれあい交流館サークル発表会ふれあい交流館サークル発表会ふれあい交流館サークル発表会ふれあい交流館サークル発表会

稲美町立ふれあい交流館企画展

と　き　２月22日（金）　13：00～17：00
　　　　　　23日（土）　 9 ：00～17：00
　　　　　　24日（日）　 9 ：00～15：00
ところ　いなみ文化の森　ロビー

展示の部

と　き　２月24日（日）　10：00～15：00
ところ　ふれあい交流館　２階ホール

発表の部

下記のサークルが一日体験教室を開催します。
ぜひご参加ください。詳しくは、ふれあい交流
館まで（事前申し込み必要）

体験の部

ストレッチ、腹筋、肩こり予防の簡単なダンス
です。運動しやすい服装でお越しください。

昨年秋の作品展で人気投票して頂いた
お花シリーズのたわしを作ります（有料）

日

22日

24日

サークル名

３B体操

編　物

定員

５人

各６人

時　間

13：30～14：30

① 9 ：30～12：00
②13：00～15：00

内　　容

小倉 健 陶芸展小倉 健 陶芸展
〈土と釉と炎のハーモニー〉
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