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日日時　場場所　対対象　内内容　期募集・受付期間　費費用　持持ち物　託託児　休休み
申申込（�電話　窓窓口　郵郵便　FAXファックス　　E-mail　　インターネット）
定定員（先先着　抽定員を超えると抽選） 問問い合わせ（　電話番号・FAXファックス・ 　E-mail）

記号の意味

市役所　みっきぃホール
■問（市）財政課　財産管理係　

劉素真先生と三木素真会水墨画展
　■日１０月４日（木）～８日（月）
高齢者大学　水墨画クラブ作品展示会
　■日１０月９日（火）～１５日（月）
高齢者大学　匠倶楽部作品展示会
　■日１０月１６日（火）～２２日（月）
三木芸術文化会議　芸文展
　■日１０月２３日（火）～２８日（日）

　みっきぃホールの受付時間を変更
　みっきぃホール利用の受付時間を下記のとおり
変更します。
１０月３１日まで：午前８時３０分～午後５時
１１月１日以降：午前９時～午後５時

さんさんギャラリー オアシス
■問 　 87－2633　■休 水曜

陶芸村水曜会C棟　作品展
　■日１０月１３日（土）～２６日（金）
高齢者大学写真クラブ　写真展
　■日１０月２７日（土）～１１月９日（金）

文化会館　■問 　 83－3300　■休 火曜

第32回三木「第九」演奏会
With 第14回小・中学生による大地讃頌
　■日１２月９日（日）　午後３時～
　▼チケット発売日　１０月２１日（日）
　有料です。詳しくは問い合わせてください。

道の駅みき
■問 　 86－9500 

ダンロップ
タイヤ無料点検
　■日１０月６日（土）
第12回資材市in三木　■日１０月２１日（日）
秋の感謝祭　■日１０月２８日（日）
第1回 This is MIKI ミュージックフェスティバル
　■日１０月２８日（日）
刃物研ぎ　■日 土曜　午前８時～１１時

メッセみき　■問 　 86－9500

フリーマーケット　■日１０月１４日（日）
住宅リフォームフェア　■日１０月２７日（土）、２８日（日）

別所ふるさと交流館　■問 　 88－8035
■休 月・火曜（祝日の場合は翌日）　

刃物研ぎ
　■日１０月１４日（日）　午前９時３０分～１１時
　■費 包丁類４５０円、はさみ類５５０円～
餃子定食の日（さとの会）
　■日 第２、４金曜　午前１１時３０分～
　■費 定食５００円（コーヒー券付き）
　　餃子（持ち帰り）３００円（７個）

混声合唱団「わいわい・がやがや」～楽しくレベルアップ～

　■日 第１、４土曜　午前１０時～１１時４０分

三木ホースランドパーク
■期１０月１日（月）～　■申■　■窓
■問・■申■込 　 0120－816－892

第43回兵庫県親善馬術大会
（馬場馬術・予約不要）
第6回ひょうごドレッサー
ジュ・グランプリ（予約不要）
　■日１０月１２日（金）～１４日（日）
　■場 エクウスの森
金物まつり協賛 ターゲット・バードゴルフ大会
　■日１１月１０日（土）　■場 ミオの森
こどもとおとなの森あそび（3）
　■日１１月１７日（土）　■場 キャンプ場
紅葉の森  森林浴8㎞ウォーク
　■日１１月２４日（土）　■場 ホースランドパーク

三木山森林公園
■期１０月１日（月）～　■申■　■窓
■問・■申■込 　 83－6100　■休 水曜　

兵庫県どんぐりごま大会&ドングリ工作（当日受付）
　■日１０月１３日（土）　午前１０時～午後１時３０分
　■場 森の文化館前エントランス広場
ひょうご森の日イベント
　■日１０月２８日（日）　午前１０時～午後４時
　■内 ・吹奏楽コンサート　午後１時開演（入場自由）
　　 ・森のクイズ　午前１０時～午後３時（当日受付）

秋のキノコ山探検
　■日１１月１７日（土）　午前１０時～午後３時
　■場 森の研修館　研修室
三木山自然観察会
　■日１１月２４日（土）　午前１０時～正午
　■場 森の文化館　多目的ホール
クリスマス飾りづくり
　■日１１月２５日（日）　午前１０時～午後３時
　■場 森の文化館　多目的ホール

三木山総合公園　屋内プール　
　■問 　 83－4442　■休 木曜、14日（日）、28日（日）

水泳アドバイザーによるクリニックアワー

■日火・土曜　午前１０時１５分～正午
■費無料（入場料は別途）

山田錦の館
■問 　 76－2401　■休 月曜

刃物研ぎ
　■日 第１、３日曜　午前９時～１１時３０分
　■費 包丁類４５０円、はさみ類５５０円～

図書館から
■問・■申■込 　・中央図書館　　83－1313　 　 83－1314　■休 25日（木）

　　　 　　・吉川図書館　　72－1108　 　 72－1109　■休 25日（木）

　　　 　　・青山図書館　　87－8000　 　 87－7100　■休 31日（水）

えいごのおはなし会

■日１０月１４日（日）　午後２時３０分～３時
■場 吉川図書館　お話コーナー
■内 ハロウィンにちなんだ英語絵本の読み聞かせと工作

絵本と音楽のライブツアー2018
■日 ①１０月２１日（日）
②１１月３日（土）
③１１月１１日（日）
午後２時～３時

■場 ①吉川図書館
②青山図書館　③中央図書館

■内 絵本の読み聞かせと生演奏のコラボレーション
■申 ■　 ■窓 ■FAX住所、氏名、電話番号を明記し、希望の
館に申し込んでください。

■定 □先 各６０名

●金物まつり時の中央図書館駐車場の利用について
　金物まつり開催期間中（１１月３日、４日）、中央図書
館周辺の駐車場が利用できません。中央図書館に来
館の際は、公共交通機関または金物まつり巡回バス
をご利用ください。
　また、１０月３０日～１１月
２日と５日・６日は、金物ま
つりの準備および片付
けのため中央図書館前
駐車場は利用できません 。
文化会館第２駐車場を
ご利用ください。

■問 中央図書館

みき人形劇リレー

■日１０月２８日（日）　午前１１時～１１時３０分
■場 中央図書館　１階視聴覚室
■内 ポテトによる「さるのせんせいとへびのかんごふ
さん」

■定 満員になった場合は入場を制限します。

製本・図書修理教室

■日１１月１９日～平成３１年３月２５日　午後１時～４時
（奇数月第２・４月曜、１１月のみ第３・４月曜
　全６回）

■場 中央図書館　１階市民交流室
■対 製本、図書修理に関心のある方、図書館などで修
理を担当している方

■内 糸綴じのミニ本を作るなど
■申 ■　■窓 　■定 若干名

●読書週間（10/27～11/9）
　図書館マナーアップキャンペーン～本の取り扱い編～
　みんなが気持ちよく
図書館を利用できるよ
う本の取り扱いに注意
してください。また、
雑誌や新聞、ＣＤ・ＤＶＤ
も同様に取り扱いをお
願いします。

・本を汚す、壊す、書き込むのは厳禁

・誤って汚したり破損したりした場合はそのままカウ
　ンターへ

・水は大敵、安全な場所で管理

・本を返却する前に、中に何も挟んでいないか、付属
　資料の入れ忘れがないかを確認

・返却期限を守る

FAX

FAX

FAX

文化会館駐車場 第２駐車場

× ○
× ×
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１０月３０日～１１月２日、５日、６日

１１月３日、４日


