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休館日：２月３日（月）・17日（月）
　　　　２月４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３日（月）・17日（月）

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

◎ベビー用品、子供服、おもちゃ、家具の提供について
　加古郡リサイクルプラザでは、皆さんの自宅で眠っているベビー用品や子供服、おもちゃ（電気、電池を使わない
ものに限る）、家具の提供をお待ちしています。思い出がつまって捨てるに捨てることができない品々を加古郡リサ
イクルプラザを介して、喜んで使っていただける方に提供することで、再度生かすことができます。※稲美町または
播磨町にお住まいの方からの提供（持ち込み）のみをお受けしています。

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
①ガラス製ペーパーウェイト作り（サンドブラスト教室）

　ガラス製のペーパーウェイトに砂を吹き付けて絵を描
きます。
と　き　２月１日（土）、２日（日）
時　間　９：30 ～ 12：00、13：30 ～ 16：00
参加費　５００円　　　定　員　各回８人
※カッターナイフを使います

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　２月８日（土）、９日（日）、15 日（土）、16 日（日）
時　間　９：30 ～、10：30 ～、11：30 ～、14：00 ～、

15：00 ～（各50分間）
参加費　５００円　　　定　員　各回２人
※作品は後日の引き渡しとなります

③ガラス製アクセサリー作り
　色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　２月 22 日（土）、23 日（日）
時　間　９：30 ～ 12：00、13：30 ～ 16：00
参加費　５００円　　　定　員　各回８人

④ガラスのリメイク
　熱で柔らかくしたガラスびんからコップを作ります。
と　き　３月１日（土）、２日（日）
時　間　９：30 ～、10：50 ～、13：30 ～、14：50 ～
　　　　（各70分間）
参加費　５００円　　　定　員　各回２人
※作品は後日の引渡しとなります

対象：稲美町または播磨町に住む小学生以上の人
　　　※小学低学年は保護者同伴　※②と④は小学校４年生以上

申込・問合先
　☎４３７-７６７１（９：00 ～ 16：00）

①健康セミナー『 ポルド　ブラ 』①健康セミナー『 ポルド　ブラ 』①健康セミナー『 ポルド　ブラ 』
　「ポルド　ブラ」とは、ヨガ、ピラティス、ストレッチの
動きでできています。
　肩こりの解消、体幹の強化、バランス感覚を高められる
エクササイズです。
　この機会に一度体感してみませんか？
とき及び　２月24日（月）　実技「ポルド ブラってどんなの？」
内　　容　３月 3 日（月）　実技「ポルド ブラ体感」
　　　　　３月10日（月）　実技「ポルド ブラでエクササイズ」
　　　　　３回コース　いずれも13:00～14:00

※初回に体組成測定ができますので、測定希望の方
は初回のみ12:30に集合してください。

※当日は運動に適した服装、屋内用トレーニング   
シューズ、タオル、飲み物をお持ちください。

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

※18歳未満は保護者の同意が必要です。
定　　員　一般：10人　　　  会員：10人
料　　金　一般：1,500円　　会員：1,000円
一般特典　講習当日、当施設のトレーニングルーム及び 

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。

申込方法　２月１日（土）9:00～　いなみアクアプラザ内で受付
※電話予約できます。

②『春休み　短期水泳教室』参加者募集②『春休み　短期水泳教室』参加者募集②『春休み　短期水泳教室』参加者募集
　アクアプラザの短期教室で、体と心を鍛えよう。
とき及び　３月25日（火）～28日（金）　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　各コース：75人（先着順）
料　　金　5,000円（４日間） 
そ の 他　3月19日(水)までのキャンセルは、全額返金と

します。20日(木)以後は返金できません。
申込方法　いなみアクアプラザで受付

※電話で先行予約できます。ただし電話予約後、一週
間以内に入金がない場合は無効となります。

申込期間　２月24日（月）10:00～3月19日（水）まで

③『プール会員　２週間体験』③『プール会員　２週間体験』③『プール会員　２週間体験』
　一般利用者対象の、プール会員２週間体験です。ぜひこの
機会にお試しください。
と　　き　２月１日（土）～28日（金）　
内　　容　プールフリー遊泳可
対　　象　未入会の方（体験コースとしての利用は２週間のみ）

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。

料　　金　2,500円（２週間）
申込方法　いなみアクアプラザで受付中

※電話での申し込みはできません。
※初回講習会を受講してから利用してください。

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」 問 合 先　いなみアクアプラザ　☎496-5851（毎週火曜日：休館日）

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!★

2/5 水
Suite（スーツ）【クラシック】
Seele（ゼーレ）【クラシック他】

vol.211

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）

入場無料と　　　き　２月９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

♪大切なあの人のためにスタインウェイピアノを弾こう♪
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
　抽選で選ばれた65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。

　毎月第１水曜日に開催している「COSMO夢コン
サート」出演団体による“音の共演”！
　ぜひお聴きください。

と　き　３月28日（金）
　　　　開演14：00（開場13：30）

料　金　大人　1,500円　　子ども　500円
　　　　全席指定席

　※3歳未満のお子様のご入場はご遠慮ください。
　※膝上でのご鑑賞はご遠慮ください。
　※各種割引制度あり、詳しくはコスモホール事務所まで
　　お問合せください。

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２日（日）
　　　　　開演13：30
　　　　　（開場13：00）
出演団体　・音の宝石箱　・加古雅道会
　　　　　・さくら　　　・創憧会
　　　　　・潮風会　　　・兵庫稲美少年少女合唱団

※4歳以下のお子様の入場はお断りいたします。

第15回COSMO
夢コン音のフェスティバル
第15回COSMO

夢コン音のフェスティバル
第15回COSMO

夢コン音のフェスティバル

春休み！PAC子どものための

オーケストラ・コンサートオーケストラ・コンサートオーケストラ・コンサート
迫力いっぱい！オーケストラの生演奏を家族で体感！

好評発売中

請求記号

こうくんとちいさなゆきだるま はせがわ　さとみ／作 E  ハ
白い街あったかい雪 小林　豊／絵 E  コ

田んぼの不思議 安室　知／著 J 61 ヤ
こやぶ医院は、なんでも科 柏葉　幸子／作 J 91 カシ

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

黒田官兵衛 双葉社／出版 289  ク
ちょっと待ったその就活！ 上田　晶美／著 377  ウ
文系のための理系読書術 齋藤　孝／著 404  サ
虹、つどうべし 玉岡　かおる／著 F  タマ

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。
　２月22日（土）11：00～12：00 次回　３月22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）

＊としょかんえほん会＊
　２月 １ 日（土）　11：00～ 次回　３月 １ 日（土）

＊としょかんえほん会＋（プラス）＊
　２月 ８ 日（土）　11：00～ 次回　３月 ８ 日（土）

＊としょかんよちよちえほん会＊
　２月18日（火） 11：00～ 次回　３月25日（火）

３月1日（土）14：30～　　
ところ：ふれあい交流館２階ホール

夫婦（メオト）よみ絵本ライブ

＊スプーンおばさん＊
　２月15日（土） 14：30～ 次回　３月15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

新しく入った本

さく

ゆたか えこばやしゆきまちしろ

くろ だ かん べ   え  ふた  ば  しゃ しゅっぱん

しゅうかつま うえ だ あけ み ちょ

ちょたかしさいとうぶんけい り けいどくしょじゅつ

たまおか ちょにじ

さくい いん か かしわば さち こ

さとる ちょやすむろた ふ　し　ぎ

　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。

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

と　き　２月21日（金）　13：00～17：00
　　　　　　22日（土）　 9 ：00～17：00
　　　　　　23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23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

音楽にあわせた楽しい体操で、肩
こり・腰痛の予防や軽減を！（無料）

美しく、楽しい盛花が生けられ
ます。（有料）

パレットに楽しく絵を描きませ
んか。（有料）

１玉で作れる、あみあみ雑貨　・携帯ケ
ース　・つけ襟　・ドイリーなど（有料）

日

21日

22日

22日

23日

サークル名

３Ｂ体操

御室流
生　花

コ ス モ
絵画教室

編　物

定員

なし

10人

15人

各5人

時　間

13：30～14：30

13：00～15：00

13：30～16：00

① 9 ：30～12：00
②13：00～15：30

内　　容

～ぶらり～　露地・裏通り
と　　き　３月12日（水）～23日（日）
　　　　　9：00～17：00
　　　　　※最終日23日（日）は15：00まで
と こ ろ　ふれあい交流館　2階ホール
主　　催　稲美町立ふれあい交流館
運営協力　稲美町美術協会

あたご大学生募集

稲美町立ふれあい交流館企画展

お お い し 和 子 写 真 展お お い し 和 子 写 真 展お お い し 和 子 写 真 展

対　　象　町内在住の満60歳以上
　　　　　（昭和29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６日（木）～３月２日（日）
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