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休館日：１月４日（月）・18日（月）
　　　　１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：１月４日（月）・18日（月）

日本画の部（矢島　行江さん）
　室津港の油倉庫の扉です。年令と共に古びていくものに郷愁をおぼえ、筆をとりました。思いがけず
町長賞をいただき、感激しております。次への励みになりました。
洋画の部（山﨑　滝子さん）
　素晴しい賞をいただき、大変うれしいです。今後の製作にますます励みたいと思います。ありがとう
ございました。
彫塑・工芸の部（井上　滋木さん）
　思いがけなく受賞させていただき、喜んでいます。今後も楽しい作品をつくっていきたく考えています。
書の部（丸市　紗也子さん）
　このような立派な賞をいただき、大変光栄に存じ上げます。さらに心に残るような作品が出来ますよう、日々精進してまいります。
ありがとうございました。
写真の部（藤原　進一さん）
　ありあまる時を費やすため、写真を始めて 12 年。様々な情景を写してきたが、今回受賞の作品は「ブータン王国」でのスナップです。国民
最大幸福を追求している国ですが、動物達も幸せに満ちた国でした。町長賞という栄誉をいただき、ありがとうございます。

第47回稲美町美術展　町長賞受賞者喜びの声
ゆきえ

たきこ

ちょうそ しげき

しんいち

まるいち さ　や　こ

受賞おめでとうございます

申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）
対　象：稲美町または播磨町に住む小学４年生以上の人

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トンボ玉教室
　ガラス棒をバーナーで溶かして、トンボ玉を作ります。
と　き　１月９日（土）、10日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円（２個作ります）　　
定　員　各回４人
※模様玉及び金具類は、別途実費をいただきます。

②ガラスの雛人形作り
　溶かしたガラスで、ひな人形を作ります。
と　き　１月23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日）
　　　　２月６日（土）、７日（日）
時　間　９：30～12：00、13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回４人
※作品は後日の引き渡しとなります。

③健康セミナー「リンパマッサージ＆ストレッチ」　実施決定！！

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。スイミングスクール
に通わせるか迷われている人、子どもが 1 人でプールに入れるか不
安な人など、この機会にぜひ参加してみませんか。
と　　き　1月10日、17日、24日、31日（いずれも日曜日）
時　　間　幼　児 ⇒  9：30～10：00　小学生 ⇒ 10：15～11：45
内　　容　水なれからバタ足まで、それぞれのレベルに合わせた

レッスンです。
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
対　　象　３歳児から小学生まで

※おむつが外れていて、トイレの意思表示ができる子どもに限ります。
定　　員　各５人（期間内１人１回のみ）　料　　金　無料

　1時間のレッスンでリンパマッサージを行ってリンパの流れを促し美
容・健康増進をめざしましょう。部位に分けて3回行います。1回のみの
参加も受け付けています。ぜひ、この機会に体験してみてください。
と　　き　１月16日、23日、30日（いずれも土曜日）
時　　間　15：00～16：00
と こ ろ　いなみアクアプラザ　スタジオ
対　　象　16歳以上の運動を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。
内      容
①1月16日（土）：手と足＋ウエストライン（主にお腹）
　→お腹をほぐして代謝をＵＰ！！ 便通改善が期待できます。
②1月23日（土）：手と足＋顔
　→お顔もほぐし、小顔を目指します！！ レッツ、アンチエイジング
③1月30日（土）：手と足＋上半身
　→上半身を中心にほぐし、免疫力ＵＰ♪カゼに負けない抵抗力のある身体へ
定　　員　各40人(先着順)
料　　金　全日会員：800円/1回　平日会員・一般利用者：1,200円/1回
申込方法　いなみアクアプラザ受付で申込用紙を記入し参加費を

添えて申し込んでください。
そ の 他　当日のキャンセルはできません。キャンセルは前日までに

ご連絡ください。1回の参加申込み可能です。レッスンの
際は、手鏡または携帯電話をお持ちください。

②『AQUA　ZUMBA（アクアズンバ）』　初心者大歓迎！！②『AQUA　ZUMBA（アクアズンバ）』　初心者大歓迎！！②『AQUA　ZUMBA（アクアズンバ）』　初心者大歓迎！！
　ダンス系エクササイズとして人気があるズンバをプールの中で
行うのが「アクアズンバ」です。水の抵抗などを上手に利用しな
がら、水中でダイナミックに楽しく体を動かしましょう。初心者
大歓迎！ みんなでお正月太りを解消しましょう！！
と　　き　1月10日（日）　12：30～13：45
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
対　　象　16歳以上で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　30人（先着順）
料　　金　500円
申込方法　アクアプラザ受付で、参加費を添えて申し込んでください。
　　　　　※電話でも予約を受け付けています。
そ の 他　１月９日（土）までのキャンセルは全額返金します。

それ以降は返金できません。イベント前後にプールを
利用される場合は、別途施設利用料が必要です。

『年末年始の休館のお知らせ』
12月28日（月）～平成28年１月５日（火）
※12月末退会の手続きは１月６日（水）までとします。　

③健康セミナー「リンパマッサージ＆ストレッチ」　実施決定！！③健康セミナー「リンパマッサージ＆ストレッチ」　実施決定！！

いなみ野音楽祭

と　き　平成28年1月31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

　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。

入場無料

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
　今年も子どもから大人までの多数の方が大切な人
へのメッセージを込めてスタインウェイピアノを弾き
ます。熱い想いを奏でる生演奏をお楽しみください。

と　　き　平成28年２月14日（日）
開　　演　午前の部10：00
　　　　　午後の部13：00
企画・運営　コスモホール・オペレータークラブ
　　　　　コスモレディーサークル

入場無料

第17回COSMO
夢コン音のフェスティバル

　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”！
是非お聴きください。
と　　き　平成28年3月6日（日）
開　　演　開演13：30（開場13：00）
出演団体　夢コンサート登録団体
※4歳以下のお子様の入場はお断りいたします。

入場整理券（無料）
1月17日（日）
発行開始

1/6 水
 vol.231
潮風会【クラシック】
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】開演19：00（開場18：30）

2/3 水
vol.232
音の宝石箱【クラシック他】
Suite（スーツ）【クラシック】

第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!

入場無料入場無料

新しく入った本

図書館情報図書館情報図書館情報
※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

請求記号一般書

サイバーリスクの脅威に備える
男こそアンチエイジング
あなたの“不安”をスッキリ解消！クルマの運転術
人魚の眠る家

007  マ
498  イ
537  コ

　Ｆ  ヒガ

松浦　幹太／著
伊藤　和弘／著
菰田　潔／著
東野　圭吾／著

小学生からはじめる整理整頓が身につく本
ハリーとうたうおとなりさん

山崎　紅／著
ジーン・ジオン／文

　Ｊ  59  ヤ
　Ｊ 93 ジオ

請求記号児童書

おしゃべりこんぶ
子どもばやしのお正月

おかい　みほ／作・絵
さげさか　のりこ／作

E　オ
E　サ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
１月 ９ 日（土）　11：00～

＊としょかんよちよちえほん会＊
１月26日（火）　11：00～

＊スプーンおばさん＊

　

１月16日（土）　14：30～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊

次回 ２月13日（土） 11：00～

次回 ２月23日（火） 11：00～

次回 ２月20日（土） 14：30～

次回 ２月27日（土） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

１月23日（土）　11：00～

ちょあかしやまざきほんみせいりせいとんしょうがくせい

ぶん

そなきょうい まつうら か ん た ちょ

ちょおとこ い と う かずひろ

こ も だ きよし ちょふあん かいしょう うんてんじゅつ

ちょひがしの け い ごにんぎょ ねむ いえ

さくしょうがつこ

えさく

と　き

ところ

平成28年1月15日（金）～24日（日）
9：00～17：00（最終日のみ16：00まで）
ふれあい交流館　ギャラリー

と　　き
と こ ろ

講　　師 
対　　象 
定　　員 
参 加 費
申込開始 

平成28年3月20日（日・祝）
10：00～14：00
ふれあい交流館調理実習室　
藤田 和昌先生
５歳～小学生児童とその男性保護者
12組（先着順）
１組1,400円（キャラ弁グッズ代含む）
２月11日（木・祝）9：00～

お父さんと一緒にキャラ弁チャレンジクッキングお父さんと一緒にキャラ弁チャレンジクッキング
お父さんと一緒に人気のキャラ弁作りに
チャレンジしよう！
お父さんと一緒に人気のキャラ弁作りに
チャレンジしよう！

新春かきぞめ大会作品展

と　き

ところ
対　象

平成28年1月10日（日）
13：30～（受付は13：00～）
稲美町立文化会館　コスモホール
平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれ
の人

稲 美 町 成 人 式稲 美 町 成 人 式稲 美 町 成 人 式

　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。

かずまさ
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