
☎  492－7700　FAX  492－7878

☎  492－7800　FAX  496－5074

休館日：３月６日（月）・21日（火）
　　　　３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：３月６日（月）・21日（火）

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）

　フィットネス会員・プール会員の２週間体験を実施します。
ヨガ教室・ズンバ教室など、スタジオプログラムに参加可能で
す。ぜひ、この機会に体験してみてください。
と　　き　３月１日（水）～３月17日(金）　
　　　　　※18日以降は施設までお問い合わせください。
と こ ろ　いなみアクアプラザ
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

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。

③『春休み　短期水泳教室』募集中！③『春休み　短期水泳教室』募集中！③『春休み　短期水泳教室』募集中！

申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）
対　象　稲美町または播磨町にお住まいの小学生以上の人（小学校低学年は保護者同伴）※③と④は４年生以上が対象

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ガラスのアクセサリー作り
　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　３月４日（土）、５日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回８人
②ガラスの時計作り
　板ガラスの上に色ガラスを使って絵や文字を描きます。
と　き　３月11日（土）、12日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　1,500円　　　定　員　各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

④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　３月25日（土）、26日（日）
　　　　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。

③ガラスのリメイク教室
　熱で柔らかくしたコーラなどのガラスびんからコップ
を作ります。
と　き　３月18日（土）、19日（日）　
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　500円　　　定　員　各回４人
※作品は後日の引渡しとなります。

①大好評！『２週間体験』 参加者大募集！

　毎年好評の春休み短期水泳教室を実施します！まだ親離れ
が苦手なお子様や水が怖いというお子様にもおすすめです。
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
※28日はプールサイドから見学できます。

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　5,000円（４日間)・2,500円（２日間）
キャンセルについて：3月19日(日)17：00までは、全額返金

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（電話予約可）

※電話予約後１週間以内に入金がない場合は無効。

　スイミングスクールに通わせるか迷われている人など、こ
の機会に参加しませんか。
と　　き　３月５日、12日、19日（いずれも日曜日）
　　　　　幼　児　 9 ：30～10：00
　　　　　小学生　10：15～10：45
と こ ろ　いなみアクアプラザのプール
内　　容　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。保護者はプールサイドから見学できます。
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
申込方法　いなみアクアプラザ内で受付中（電話予約可）

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』

★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）

入場無料入場無料4/5 水 vol.244
ポスカの会【クラシック】
音の宝石箱【クラシック～ポップス】

5/10 水 vol.245
兵庫稲美少年少女合唱団【合唱】
コスモシンフォニックウィンズ【吹奏楽】
※5月は第2水曜日に開催します。

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”！ぜひお聴き
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。

入場無料入場無料

さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室
　お魚の豊富な知識と経験に裏付けされたトークで 
ギョ存じ！さかなクンのお魚教室をお楽しみください。
と　き　５月28日（日）
開　演　15：00（開場　14：30）
入場料　一般（中学生以上）1,500円
　　　　小学生以下　　　　1,000円
※３歳以下無料。ただし、保護者のひざの上
　での鑑賞となります。
※4 歳以上有料。
前売発売開始　３月18日（土）10：00～

全席指定全席指定

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

方向オンチ矯正読本
超一流の小さな気配り
ときめく文房具図鑑
サンライズ・サンセット

141  キ
336  ミ
589  ヤ
F  ヤマ

北村　壮一郎／著
三上　ナナエ／著
山崎　真由子／文
山本　一力／著

びちくでごはん　～防災レシピ～
ぼくのつばめ絵日記

粕谷　亮美／文
深山　さくら／作

Ｊ 36 カ
Ｊ 91 ミヤ

請求記号児童書

ジャッキーのしあわせ
きょうはたんじょうび

あだち　なみ／絵
村上　康成／絵

Ｅ  ア
Ｅ  ム

絵本 請求記号

＊としょかんえほん会＊
３月11日（土）　11：00～ 次回　４月 ８ 日（土） 11：00～

＊スプーンおばさん＊
３月18日（土）　14：30～ 次回　４月15日（土） 14：30～

＊としょかんよちよちえほん会＊
３月22日（水）　11：00～ 次回　４月25日（火） 11：00～

＊としょかんえほん会+（プラス）＊
３月はお休みです 次回　４月22日（土） 11：00～

おはなし会（図書館おはなし室）　

春休みのお楽しみ！ブラックパネルシアターや大型絵本をぜひご覧
ください！
　大型絵本「ぐりとぐら」
　パネルシアター
　　「おおきな　かぶ」
　　「花さかじいさん」など

３月25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）　

え

やすなり えむらかみ

ぶんりょうみか す やぼうさい

さくみ や まえ にっき

ほうこう きょうせいどくほん ちょそういちろうきたむら

ちょういちりゅう ちい き くば ちょみ か み

ぶんぼうぐ ず か ん ぶんま　ゆ　こやまさき

ちょいちりきやまもと

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
集しています。
対　　象　町内在住の満60歳以上の人
　　　　　（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　３月５日（日）まで

烏頭尾寧朗 油彩画展
― 時の忘れもの ―

う　と　お やすお

入場無料入場無料

稲美町立ふれあい交流館企画展
YASUO　UTOO

日本画体験参加者募集
色紙に風景画を描きましょう。
手ぶらでご参加いただけます。

と　　き　４月14日（金）10：00～12：00
と こ ろ　ふれあい交流館　研修室１
定　　員　８人（先着順）
主　　催　日本画教室（ふれあい交流館サークル）
参 加 費　700円（材料費込）
申込開始　３月14日（火）9：00～

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

う　と　お やすお

サークル体験教室

いなみときめき講座
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