
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：２月６日（月）・20日（月）
　　　　２月７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６日（月）・20日（月）

②『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大好評！『２週間体験』 参加者大募集！①大好評！『２週間体験』 参加者大募集！

問合先　いなみアクアプラザ　☎４９６－５８５１（毎週火曜日：休館日）

　トレーニングジムにある専用のマシンで身体を鍛えません
か？ヨガ教室・ズンバ教室など、スタジオプログラムにも参加
可能です。
と　　き　３月１日（水）～３月16日(木）　
　　　　　※17日（金）以降は施設にお問い合わせください。
内　　容　【フィットネス２週間体験】

①トレーニングルームフリー使用可　②スタジオ
プログラム参加可　③プールフリー遊泳可
【プール２週間体験】
①プールフリー遊泳可

と こ ろ　いなみアクアプラザ
対　　象　未入会の人（体験コースとしての利用は２週間のみ）

・過去に２週間体験に参加された事がない人
・会員登録をされた事がない人
※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）

定　　員　なし
料　　金　フィットネス体験：３,000円（２週間）
　　　　　プール体験：2,500円（２週間）
申込方法　いなみアクアプラザ受付にて（電話予約不可）
そ の 他　トレーニングルームを利用の際は、室内用トレー

ニングシューズ・トレーニン
グウエアが必要です。
また、初回講習会を受けてい
ない人は講習会を受講してか
らの利用となります。

　毎年好評の春休み短期水泳教室を今年度も実施します！
　初めての習い事の前に雰囲気を味わいたい人、短期間で集
中的に練習を行いたい人などぜひこの機会にご参加ください。
　また、まだ親離れが苦手なお子様や水が怖いお子様にもお
すすめのイベントです。３月28日（火）には、プールサイド
から参観できます。
と　　き　３月27日（月）～30日（木）　４日間

Ａコース　9:30～10:30
Ｂコース　11:00～12:00
３月27日（月）、28日（火）　２日間
Ｃコース　13:00～14:00

対　　象　幼児クラス（３歳児～就学前）
　　　　　ジュニアクラス（小学１～６年生）
定　　員　Ａ・Ｂコース　75人（先着順）
　　　　　Ｃコース　　　30人（先着順）
料　　金　Ａ・Ｂコース　5,000円　
　　　　　Ｃコース　　　2,500円

キャンセルについて：３月19日（日）17：00ま
では、全額返金とします。20日（月・祝）以後は
返金できません。

申込方法　いなみアクアプラザ受付（電話による予約可）
※電話による予約が可能です。ただし、電話予約
後１週間以内に入金がない場合は無効となります。

申込開始　２月８日（水）　10：00～

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①大好評！『２週間体験』 参加者大募集！

第18回COSMO
夢コン音のフェスティバル

～世界の民謡をたずねて～
　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　３月５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します。

★第一水曜日の夜7時から夢コンサートでひとときを!★

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）

2/1 水 vol.243
音の宝石箱【クラシック他】
Suite【クラシック】

入場無料入場無料

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60組の
方々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　２月12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

入場無料入場無料

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

人間力を高める読書法
お母さん、旅はじめました
天然おくすり
春に散る　上・下

019　タ
291.0  ス
499　テ
F  サワ

武田　鉄也／著
須藤　由紀子／著
池田　明子／監修
沢木　耕太郎／著

人体・ミクロの旅
銀杏堂

ジャック・チャロナー／作
橘　　春香／作・絵

Ｊ  49  チ
Ｊ 91 タチ

請求記号児童書

くろくまくんとしろくまくん
フローレンス・ナイチンゲール

小林　ゆき子／作・絵
デミ／作

Ｅ  コ
Ｅ  デ

絵本 請求記号

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

＊スプーンおばさん＊
２月18日（土）　14：30～ 次回　３月18日（土） 14：30～
＊としょかんよちよちえほん会＊
２月21日（火）　11：00～ 次回　３月22日（水） 11：00～
＊としょかんえほん会+（プラス）＊
２月25日（土）　11：00～ 次回　４月22日（土） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

こ さく えこばやし

さく

さくたびじんたい

ぎんなんどう えさくたちばな はるか

にんげんりょく たか どくしょほう ちょてつやたけだ

かあ たび ちょゆ　き　こすどう

てんねん かんしゅうあきこいけだ

はる ち げじょう ちょこう た ろうさわき

あたご大学生募集
　平成29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32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　 ２月２日（木）～３月５日（日）まで
※クラブに加入する場合、２月14日～16日のクラブ発

表会を見学することも可能です。時間についてはお問
い合わせください。

と　　き　３月８日（水）～19日（日）
　　　　　９：00～17：00
　　　　　※ただし最終日19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
運営協力　稲美町美術協会

～烏頭尾寧朗プロフィール～
1948年 神戸生まれ
2006年 花の美術大賞展　ゆめ賞
2007年 第50回新協美術展　損保ジャパン美術財団賞
2009年 第52回新協美術展　新協賞・新日本海新聞社賞
2010年 美浜美術展　福井新聞社賞
 第53回新協美術展　委員賞　
2016年 兵庫県アーティストサロン賞

（現在） 一般社団法人新協美術会 理事 兵庫事務所代表
 （審査委員）
 兵庫県美術家同盟　事務局長（会務委員）
 神戸市芸術文化会議会員
 三木市美術協会会員
 稲美町美術展審査員

烏頭尾寧朗 油彩画展
― 時の忘れもの ―

う　と　お やすお

入場無料

稲美町立ふれあい交流館企画展
YASUO　UTOO

入場無料

第34回東はりま芸能祭
　東・北播磨10市町から、日本舞踊、詩吟など全17
団体が参加。稲美町からも5団体が出演します。
と　　き 　２月26日（日）
開　　演 　10：30（開場10：00）
と こ ろ 　稲美町立文化会館　コスモホール
主　　催 東播磨文化団体連合会・東はりま芸能祭

実行委員会・稲美町文化連盟

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。
展示の部　
と　き　２月17日（金）13：00～17：00
　　　　２月18日（土） 9 ：00～17：00
　　　　２月19日（日） 9 ：00～15：00
ところ　いなみ文化の森　ロビー
　　　　ふれあい交流館　研修室１・ギャラリー
発表の部
と　き　２月19日（日）10：00～15：00
ところ　ふれあい交流館　２階ホール
体験の部
　下記のサークルが、１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
でお問い合わせください。（事前申し込みが必要です）
『編物』
　マクラメ編みやかぎ針で可愛いマスコットやいち
ごのコップ洗いを作ります。
　と　　き　 ２月18日（土）① ９：30～12：00
　　　　　　　　　　　　　  ②13：00～15：30
　と こ ろ　研修室３
　定　　員　各５人 参 加 費　100～200円
『こすもす書道会』
　基本的（実用書道）漢字、かなの練習をします。最
後に色紙に好きな文字を書きます。
　と　　き　２月19日（日）13：30～14：30
　と こ ろ　研修室3
　定　　員　10人 参 加 費　1,000円
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