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休館日：３月４日（月）・18日（月）
　　　　３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：３月４日（月）・18日（月）

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

　第25回エコニコ祭りで開催予定のフリーマーケットへ、自
宅に眠っている古着やおもちゃ、手作り雑貨などの品を持
って参加してみませんか。
と　　き　４月21日（日）　９：30～14：30　

※小雨決行、雨天中止（順延はありません。）
と こ ろ　加古郡リサイクルプラザ　駐車場
応募資格　稲美町または播磨町にお住まいで事前説明会

にも参加できる人
出 店 料　1,000円　※１区画　約2.3㍍×約3.6㍍
募集店舗数　40店（先着順）　
募集期間　３月１日（金）到着分から３月15日（金）到着

分まで
応募方法　往復はがきに住所、氏名（グループ・団体の場

合は名称）、電話番号、出店内容を記入のうえ、
下記の住所へ申し込んでください。

事前説明会　４月７日（日）　10：00から１時間程度
※２区画まで応募可、グループ・団体の場合は代表

者のみ応募してください。
※当選者には３月22日（金）までに通知します。
※場所は先着（受付）順に決定します。

注意事項　くじ引きや食べ物の販売はできません。また、
業者の方の応募はご遠慮ください。

応 募 先　〒675-0155　播磨町新島60番地
『加古郡リサイクルプラザ　フリマ係』宛

加古郡リサイクルプラザ情報加古郡リサイクルプラザ情報加古郡リサイクルプラザ情報
フリーマーケット出店者募集

①ガラスのリメイク　熱で柔らかくしたジュースの空き瓶
から、コップを作ります。

と　き　３月９日（土）、10日（日）
時　間　 9：30～10：40、10：50～12：00
　　　　13：30～14：40、14：50～16：00
参加費　一組500円（制作個数２個）
定　員　各回１組２人ずつ　※お一人でも参加できます
対　象　稲美町または播磨町に住む小学校４年生以上の人
※作品は後日の引渡しとなります。
②ペーパークラフト作り　再生紙を使って手編みのミニカゴ

を作ります。
と　き　３月15日（金）　　時　間　９：30～12：00
参加費　300円　　定　員　10人
対　象　稲美町または播磨町に住むの大人の方
※木工用ボンド、はさみ、洗濯バサミ（小10個）をお持ちください。
③ガラスのアクセサリー作り　ガラスを加工してストラッ

プやヘアアクセサリーなどを作ります。
と　き　３月23日（土）、24日（日）
時　間　 9：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円　　定　員　各回８人
対　象　稲美町または播磨町に住むの小学校以上の人
④ガラス製写真立て作り　板ガラスに模様をつけて、自分

だけの写真立てを作りましょう！
と　き　３月30日（土）、31日（日）
時　間　 9：30～12：00、13：30～16：00
参加費　300円　　定　員　各回８人
対　象　稲美町または播磨町に住む小学校以上の人
※作品は後日の引渡しとなります。

イベント情報 申込・問合先　☎437-7671（９：00～16：00）

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

③『幼児・小学生水泳教室』無料体験③『幼児・小学生水泳教室』無料体験③『幼児・小学生水泳教室』無料体験

　スタジオプログラムは、フィットネス会員の特典の一つで、通常
一般利用者は参加できませんが、ご要望にお応えして実施します。
　ぜひこの機会に参加してください。
と　　き　３月１日（金）～31日（日）　※祝日・休館日を除く
内　　容　3月１日～31日のスタジオで行われるプログラムに参

加できます。
と こ ろ　「いなみアクアプラザ」内のトレーニングルーム
対　　象　運動が行える健康状態にある16歳以上の人で、初回講

習会を受講済みの人 
定　　員　各プログラム５人（当日の申込状況により、定員を増

減する場合もあります）
料　　金　トレーニングルーム利用料　800円
申込方法　参加希望のプログラム当日の30分前にトレーニングル

ームで申込受付
＊初回講習会を受けていない場合は、受講してから申し込んで

ください。

　泳ぎに自信がない人、スイミングスクールに通わせるか迷われ
ている人、この機会に、ぜひ参加しませんか。
と　　き　３月の日曜日、ただし31日は除く。
及び内容　幼　児　 9 ：30～10：00
　　　　　小学生　10：15～10：45

水なれから、バタ足、それぞれのレベルに合わせたレ
ッスン。

対　　象　３歳児から小学生（オムツが外れていて、トイレの意
思表示ができる子どもに限る）

定　　員　５人（期間内１人１回のみ）
料　　金　無料

■『春休み短期水泳教室』も参加者募集!! 
⇒ 詳細はいなみアクアプラザへ。

対　　象　６カ月～２歳児の子どもとその保護者
定　　員　各日とも先着10組
内　　容　通常のレッスンに一緒に参加します
　　　　　＊親子とも、水着、水泳キャップが必要です。
料　　金　無料
申込方法  いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

希望日の前日17：00まで（水曜コースは月曜の17：00ま
で）に申し込んでください。

②『親子ベビースイミング』教室無料体験募集②『親子ベビースイミング』教室無料体験募集②『親子ベビースイミング』教室無料体験募集
　親子水泳教室の無料体験を実施します。ベビースイミングは水
を媒体としてお母さんと赤ちゃんのスキンシップを深めます。
と　　き　月曜日コース：３月４日・11日・25日
　　　　　水曜日コース：３月６日・13日・27日
　　　　　実施時間　11：10～11：55

①『スタジオプログラム (ヨガ・エアロビクス・軽い体操等）体験』①『スタジオプログラム (ヨガ・エアロビクス・軽い体操等）体験』①『スタジオプログラム (ヨガ・エアロビクス・軽い体操等）体験』

問合先　いなみアクアプラザ　☎496-5851（毎週火曜日：休館日）

コスモホール名画シアター
①「最強のふたり」
と　き　5 月17日（金）
開　演　14：00（開場 13：30）
さあ、人生に繰り出そう！
実話を基に作られた全く違った
人生の二人が交わり、最強の友
情が生まれていく物語

②「天地明察」
と　き　6 月23日（日）
開　演　14：00（開場 13：30）
星が動く。時代が動く。
江戸時代、星空を見つめ続け暦
を作った男と、彼を支えた妻の
愛と感動の実話。

①・②いずれも
入場料　【全席自由席】

小学生以上（消費税込）800 円（当日 1,000 円）　
◆ペア券（2 枚綴り）1,400 円（当日 1,800 円）
◆６月23日(日)上映「天地明察」とのセット券1,400
　円（当日1,800円）
その他の割引もあり。
但し、割引の併用はできません。

4月中旬発売予定

コスモホール名画シアター

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。

入場無料
（要整理券）
コスモホール
事務所にて
発行中

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。

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

チケット発売日
３月24日（日）
10：00～

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。

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。

（C）2011 SPLENDIDO

（C）2012「天地明察」製作委員会

新しく入った本

請求記号

すきすきパパ ベルナルド・カルヴァ―リョ／絵 E  カ
おさるが100ぴき せべ　まさゆき／作・絵 E  セ

ふしぎな八つのおとぎばなし ジョーン・エイキン／文 J 93 エイ
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

考古学者は名探偵 山本　忠尚／著 202  ヤ
折りたたみ自転車＆スモールバイクライフ 辰巳出版 536  オ
人生賭けて 金本　知憲／著 783  カ

図書館情報図書館情報図書館情報

＊おりっこの会＊　　　　※おりがみは用意しています。
　3 月23日（土） 11：00～12：00 次回　４月27日（土）
　対象：小学校低学年まで　　人数：10人程度

おりがみ教室　（図書館おはなし室）

　3 月30日（土） 14：30～
そうべえ 春のおはなし会スペシャル　（いなみ文化の森 ふれあい交流館２Fホール）

　3 月31日（日） 10：30～
☆岸田典大☆絵本ライブ　（いなみ文化の森 ふれあい交流館２Fホール）

＊としょかんえほん会＊
　 3 月 2 日（土）　11：00～ 次回　４月 ６ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　 3 月19日（火）　11：00～ 次回　４月23日（火）

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
　 3 月 9 日（土）　11：00～ 次回　４月13日（土）
＊スプーンおばさん＊
　 3 月16日（土） 14：30～ 次回　４月20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

さく え

ちょこう こ がくしゃ めいたんてい やまもと ただなお

しゅっぱんたつ み  じ てんしゃ

ちょかねもと ともあきじんせい か

ぶんやっ

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    ３月３日（日）まで

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。

と　　き　３月12日（火） ～ 24日（日） 
　　　　　9：00 ～ 17：00
　　　　　但し、18日（月）は休館日、
　　　　　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

稲美町立ふれあい交流館企画展

小倉 健 陶芸展小倉 健 陶芸展
〈土と釉と炎のハーモニー〉

と　き　３月30日（土） ～ ４月14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

箏や大正琴の演奏を聴きながら、見事に開花した桜を
眺めませんか。お茶席（有料）とぜんざい（無料）を
ご用意しています。
と　き　４月７日（日）　10：00～13：00
ところ　いなみ文化の森

ふれあい体験教室写真展ふれあい体験教室写真展ふれあい体験教室写真展ふれあい体験教室写真展

観　桜　会観　桜　会

入場無料

けん
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