
③『春休み　短期水泳教室』参加者募集

稲美町立健康づくり施設「いなみアクアプラザ」

①スイミング会員募集♪♪①スイミング会員募集♪♪①スイミング会員募集♪♪

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

　もうすぐ新年度！春に向けてスイミングスクール生を募集しま
す。スイミングスクールには、体力向上の効果をはじめ、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大歓迎です。
と　　き　毎週月曜日から土曜日まで（※火曜日を除く）　
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
対　　象　幼児クラス（３歳児～未就学児）
　　　　　ジュニアクラス（小中学生）
定　　員　各クラスにより異なる
月 会 費　5,000円
そ の 他　詳しい時間・定員は、いなみアクアプラザまでお問い

合わせください。

②『幼児・小学生水泳教室　無料体験』②『幼児・小学生水泳教室　無料体験』②『幼児・小学生水泳教室　無料体験』
　スイミングスクールに通わせるか迷われている人は、この機会
に参加しませんか。なお、保護者はプールサイドから教室の様子
を見学できます。
と　　き　3月6日、13日、20日（いずれも日曜日）　
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

※オムツが外れていて、トイレの意思表示ができる子
どもに限ります。

定　　員　５人（期間内1人1回のみ）
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）

　アクアプラザの短期教室で体と心を鍛え、夏に向けて準備をし
よう。
と　　き 3月28日（月）～31日（木）　４日間
内　　容 Ａコース…9:30～10:30　Ｂコース…11:00～12:00
対　　象 幼児クラス（３歳児～未就学児） 
定　　員 各コース：75人（先着順） 
料　　金 5,000円（４日間）
申込方法 いなみアクアプラザ内で受付
 ※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22日（月）　10：00から受付開始 
そ の 他 3月20日（日）17：00までのキャンセルは全額返金し

ます。21日（月）以降は返金できません。 
 29日（火）は保護者はプールサイドでレッスン風景を

見学できます。 

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

④『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。
と　　き ３月27日（日）　11:50～12:20 (30分）
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 15人（先着順）
料　　金 500円
申込開始日 ３月２日（水） 9：00から受付開始
申込方法 アクアプラザ受付で参加費を添えて申込み
 ※電話で予約できます。
そ の 他 ２月29日（月）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

利用料が必要になります。

④『AQUA　ZUMBA（アクアズンバ）』 初心者大歓迎！！④『AQUA　ZUMBA（アクアズンバ）』 初心者大歓迎！！

☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：３月７日（月）・22日（火）
　　　　３月１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７日（月）・22日（火）

町制施行60周年記念事業
稲美町立ふれあい交流館企画展『麗日いなみ野５人展』

と　　き　３月９日（水）～20日（日）
　　　　　９：00～17：00
　　　　　※ただし最終日20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・稲美町教育委員会
後　　援　神戸新聞社
運営協力　稲美町美術協会

　稲美町制施行60周年を記念し、稲美町在住で活躍されている5人の作家による日本画・洋画・工芸・書の展示会を
開催します。

大山　玲子（日本画）　
武蔵野美術大学卒業
スペイン「A.M.S.C.永久無鑑査公式認定作家」
雪舟　国際美術協会　無鑑査会員
2005年　フランス　ル.サロン展（国際展）入選

（‘07～‘10）同展入選
2007年　スペイン国立プラド美術館「A.M.S.C.国際芸術金賞」
2008、2009年　アメリカ.サンタフェ.アートフェア出展
花房　完昇（洋画）
1993年　第7回美浜美術展大賞
1999年　加古川市川の大賞展大賞
1999年　金山平三賞展　金山平三賞
2010年　兵庫ゆかりの美術家展
2011年　稲美町立ふれあい交流館　花房完昇展開催
2015年　神戸ビエンナーレ　兵庫・神戸の仲間たち展

松原　政祐（洋画）
1980年 兵庫県展　兵庫県立近代美術館賞
1985年 行動美術協会展　40周年記念大賞
1985年 安井賞展（‘86 ‘87 ‘95）出品
1986年 兵庫近代美術館主催「兵庫の美術家展」招待出品
 （‘88 ‘90 ‘98）同展出品
1987年 月刊神戸っ子ブルーメール賞
1989年 前田寛治大賞展　大賞、‘92招待出品
阪田　勤（工芸）
2001年 三木市美術展　市長賞
2002年 神戸市民美術展　神戸新聞社賞
 稲美町立ふれあい交流館　阪田勤工芸作品展開催
2005年 丹波の森美術展　公苑長賞
2006年 宍粟一宮森のコンテスト　最優秀賞
2014年 西脇市美術展　優秀賞
宮本　江月（書）
兵庫県書作家協会審査委員・評議員　日本書芸院二科審査会員
滴仙会常任委員　黎明書道会総務　稲美町美術協会会員
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桂ざこば・桂南光ふたり会
と　　き　５月21日（土）
開　　演　15：00
　　　　　（開場14：30）
入 場 料　１階席3,000円 
　　　　　（当日3,500円）
　　　　　２階席2,000円
　　　　　（当日2,500円）
※５歳以上有料、４歳以下のお子様の入場はお断りします。

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”！今年の大合
奏のテーマは『～音色の旅～兵庫五国うためぐり』
です。ぜひ、お聴きください。
と　　き　３月６日（日）
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。

入場無料
（要整理券）
コスモホール
事務所にて

発行中

3月20日（日）  10：00～　前売発売開始

★第１水曜日の夜7時から夢コンサートで生演奏のひとときを!★

C O SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートCO SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサートC O SMO　夢コンサート

開演19：00（開場18：30） 入場無料入場無料

入場無料

4/6 水 vol.233 Seele（ゼーレ）【クラシック】
さくら【クラシック】

5/11 水 vol.234

※５月は第２水曜日に開催します

Suite（スーツ）【クラシック】
兵庫大学吹奏楽部【吹奏楽】

全席指定
桂ざこば 桂南光

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

100歳夫婦力
農業女子のおうちごはん
樹脂粘土でつくるころんと可愛い和菓子アクセサリー
異類婚姻譚

　498 モ
　596 ノ
　751 デ
　Ｆ  モト

本岡　典子／著
「農業女子プロジェクト」料理部／著
desicco(でしっこ）on from home／著
本谷　有希子／著

サクラの絵本
エイプリルと魔法のおくりもの

勝木　俊雄／編
あんびる　やすこ／作・絵

　Ｊ 47 サ
　Ｊ 91 アン

請求記号児童書

モリくんのいちごカー
ロベルトのてがみ

かんべ　あやこ／作
マリー・ホール・エッツ／作

　Ｅ  カ
　Ｅ  エ

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
今月はお休みです 次回 ４月 ９ 日（土） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
今月はお休みです 次回 ４月23日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊

　

３月12日（土）　14：30～ 次回 ４月16日（土） 14：30～

おはなし会（図書館おはなし室）　

３月26日（土）　14：30～
めったに見れないブラックパネルシアターやエプロンシアターをぜひご覧ください！

　
☆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)

＊としょかんよちよちえほん会＊
次回 ４月26日（火） 11：00～３月23日（水）　11：00～

へんと し おか つ きえほん

さく え

ふうふ りょくさい もとおか のりこ ちょ

じょしのうぎょう のうぎょうじょし りょうりぶ ちょ

わ　が　しか わ いじ ゅ し ね ん ど ちょ

こんいんたんいるい もとや ゆ　き　こ ちょ

さく

さく

あたご大学生募集

♪ カラオケ ♪
～歌おう！皆で楽しく♪和気あいあい～

　平成28年度の高齢者大学「あたご大学」の学生を
募集します。
対　　象　町内在住の満60歳以上
　　　　　（昭和31年4月1日以前の生まれの人）
自治会費　年間5,000円
開 講 日　原則として第1・3木曜日
申込受付　３月６日（日）まで

と　　き　４月21日（木）19：00～21：00
と こ ろ　ふれあい交流館　研修室1
定　　員  10人（先着順）
主　　催　カラオケサークル
　　　　　（ふれあい交流館サークル）
参 加 費　無料
申込開始　３月19日（土）9：00～ 

サークル体験教室
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