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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

月
刊 

発行日 20１３年9月1日 

VOL.１３６ 

今月の特集 島のオンリー１ ナンバー１  

Ｐ.１ ・映画館「オリオン」  

Ｐ.２ ・山村巡査部長   ・富永 孝さん 

Ｐ.３ ・さのや洗張染物店 ・梅脇縫工所 

も
く
じ 

写真：映画を始めた頃の福助座（当時） 緞帳に「六丁目左海屋呉服店」

や「秋山かまぼこ店」など、今も残る周辺のお店屋さんの名前が見て取れます。 

  ご存知の方も多いと思いますが、淡路島

でオンリー１の映画館になっている洲本オリオ

ンを取材してきました。オリオンの前身は「福

助座」という芝居小屋だったそうですが、昭

和20年代になって映画上映が始まりまし

た。昭和26年に館名募集をした結果ナント

一般公募で「オリオン」という名称に決まり、

以来現在まで60年以上も映画館「オリオ

ン」として親しまれて来ました。 

 昔は一回入替制など無かったので、大好

きなカンフー映画などは朝から館内に入って

昼には売店で買ったカップヌードルをすすりな

がら結局外が真っ暗になるまで映画を何

回も何回も観せてもらったことを今でもハッキ

リと覚えています…。 

 非常に残念ですが、８月末から公開中の

映画『夏の終り』の上映を最後に休館にな

る予定…とのことです。また、完全閉館という

ことではなく、これまでもやっていた出張映画

や映画上映のための貸ホールとしての対応

はしてもらえるそうですが「ちょっと映画でも…

と自由に気軽に立寄れる」のは最後になる

かも知れません…。 

 皆さんも最後の思い出づくりに、淡路島で

ロケを行った映画を島内オンリー１の映画館

で楽しまれてはいかがでしょうか～～!? 

                  応援隊：栄 宏之 

※ 『夏の終り』は昨年6月にオリオンを撮影

合宿の拠点としてロケが行われ、総勢90

名の島民エキストラも島内ロケに参加してい

ます。 
上映時間等詳細は洲本オリオン0799-22-0265まで 

Ｐ.４ ・吉備国際大学 ・あなたの手相はオンリー1① 
Ｐ.５ ・淡路島牛乳  ・あなたの手相はオンリー1② 
Ｐ.６ 淡路文化会館・淡路消費生活センターからのお知らせ 
Ｐ.７.８ 淡路の文化活動・ イベント情報 
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応援隊取材記事・山村巡査部長  

       ・富永 孝さん 
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わが家の子どもたちの母校である北阿万小学

校前の信号で、毎朝交通指導をしてくれているお

まわりさんは、実はすごいおまわりさんでした。お

まわりさんの名前は山村洋平巡査部長。勤務地

は南あわじ警察署北阿万駐在所です。 

山村さんは、５月３１日におこなわれた兵庫県

警察拳銃射撃競技大会で見事優勝したおまわり

さんなのです。この大会で、山村さんは拳銃特別訓練

員の部門で２００点満点中１９５点の高得点を獲得し、

平成１４年に続き２度目の快挙を成し遂げました。 

山村さんは警察学校時代から射撃の成績がよく、拳

銃特別訓練員を経て競技大会に出場するようになっ

たそうです。射撃中は大変緊張しますが、コンディショ

ンを整え精神を統一し集中して臨むよう心掛けている

のだそうです。「拳銃の技術を向上させることは大会の

ためではなく、いついかなる場所でも市民の安全を守

るため、正確に射撃できるよう、心と技を高めることが

大切なのです」とお話してくださいました。 

とても気さくでやさしいおまわりさんですが、確かな

射撃技術で私たちの地域の安全を守って下さっている

のだと頼もしく感じました。     応援隊：竹谷 香代 

富永 孝さんは９３

歳とは思えないぐらい

お元気で、今まで歩ん

できた道のりを年号を

交えてスラスラ話され

ます。その記憶の素晴

らしさに先ずはびっくりです。歴史との

きっかけをお伺いすると、幼少の頃か

ら母親に地域の歴史や刺し子のゾン

ザ（写真）など伝統産業を大切に守り

なさいと教えられて育ったからと話さ

れました。 

富永さんと言えば、北淡の漁業の

主流であった「たこ漁」の『たこつぼ』、

『やまどっさん』等伝統行事の研究も

有名です。また縄文・弥生の土器・古

文書・農漁具等も数多く収集し、その

数は約１４万５千個にも上り北淡歴史

民俗資料館に保存展示されていま

す。市民の人たちと地域を大切にし

ようと歴史探訪の「ふるさと教室」で

淡路中２８０ヶ所を巡って勉強しまし

た。富永さんは戦争も体験され、資料

も多く持っておられます。今でも希望

があれば子どもから大人まで幅広く

語っています。 

北淡消防団長をされた後、北淡町

教育委員長も歴任され、館長のかた

わら旧浅野小学校の子どもたちに毎

日声かけし、元気のない子どもには元

気が出るように展示物を見せ、気を和

ませているうちに、子どもたちからは

「資料館のおっちゃん」と親しまれ、い

つしか登下校時には足を運んで挨拶

をするようになっていました。富永さん

は「物や人を大切にするのは郷土愛

であり、欲や損得勘定でできるもので

はない。人は教育に始まって教育に

終わる。そのためには地域づくりが大

切で“ふるさと”は心でつくるもの」と感

謝の心をこめて語られました。 

富永さんが地域のため、子どものた

めに全力を注げたのは、家庭で家業

の八百屋を守る奥様の内助の功が多

分にあったからだと思います。富永さ

んの優しいお顔を拝見すると、なぜか

落ち着いた気分になり時が過ぎるのも

忘れます。歴史と言えば「富永孝さん」

と言われるくらい生き字引としてみん

なが認めている人です。 

        応援隊：廣岡 ひろ子 

刺し子のゾンザ 



ポケットあわじvol.１３６ 20１３年9月号 

 

 

                       

                     
Page 3  

応援隊取材記事 ・ さのや洗張染物店 

        ・ 梅脇縫工所 

「洗張」って、「染物」ってご存知でしょうか？洲本市栄

町3丁目（旧築地町）の「さのや洗張染物店」へお伺いし

ました。今年で創業80年になり初代久保田和市さん、二

代目和夫さん、現在は三代目の育良さんが伝統の技を

伝承されています。 

まずは洗張り。着物などの反物を解いて洗うのを洗

張りといいます。私が子どものころ、わが家でも母親が

両端に針がついている竹ひごを使って反物を干してい

たのを思い出しました。この道具を伸子（しんし）という

のだそうです。（写真右上）この日は洗張りをしていなく

て、その状況は拝見できませんでした。 

それから染物ですが、「神社のぼり・神社幕・はんて

ん・のれん・旗・幕・Ｔシャツ・大漁旗」など様々なものを

染めています。布に染める絵や文字などのほとんどが

手書きで、1枚1枚を染めているそうです。皆さんの身近

で見る祭りののぼりや応援の横断幕、店ののれんなど

はこの「さのや」で作られたものかも知れませんね。ま

た、10年くらい前から提灯（ちょうちん）販売も始められ、

オリジナルの名入れも手書きでされているそうです。 

現在、淡路島でこのような染物をされているところ

は、この「さのや」だけとのことで、これからも伝統の技

を長く続けて欲しいなあと思いました。応援隊：田処 壱久 

大 漁 旗 

洗張りの道具  「伸  子」 

 子ども服・各種制服・着物・ハンカチからだんじりの

布団まで各種縫製を手がけている梅脇縫工所。バブ

ルの頃は、淡路島に大小合わせて沢山あった縫製工

場が現在では数件にまで事業者数が減少している。 

 安い中国製が9割を占める日本市場で生き残る秘訣

は、コミュニケーションをいかした家族的でアットホー

ムな職場の雰囲気での経営と厳しい品質チェック！ 

 「擦れやすい前立ての裾・袖口の裏やボタンホール

など目立たない細部の仕上げこそ、仕事の真価を問

われるポイント。お客さまが着用したときの丈夫さ、見

栄え、収まりなどをお客さま目線で考えながら仕上げ

る。ええ加減な仕事はしない。」と、梅脇 登社長があ

つく語ってくださいました。       応援隊：竹代 結 

縫 

染 
手書き提灯 

のぼり 

祖母 芦尾 千代乃 84歳 

襟の微妙なカーブを 

           つくって40年。 

母 梅脇 愛子 61歳 娘 池田 けい 38歳 

女三代の世代ごとのリーダーの連携により 

     年輪を重ねた知恵が継続されていく・・ 

梅脇縫工所・・いざなぎ神宮の近く一宮中学校隣、赤い屋根が目印 

電話： 0 7 9 9 - 2 2 - 2 3 4 9 
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・吉備国際大学 

・手相① 
Page ４ 

 なになに？ますかけ線？ＫＹ線？エロ線？右手

でみるの？左手？自分の手相って興味あります

よね♪ 

 手相には恋も仕事も、未来も過去もメッセージ

が書かれていて羅針盤ともいわれています。数

千年の歴史のデータに裏付けられた「手相術」に

新しい学問である「心理学」の要素を加え、気付

きや癒しを提供する新しいスタイルのセラピー「手

相セラピー」が淡路島に♪自分自身の手相に向

き合うことはありのままの自分を受け入れること。

すると・・・人生は面白いように変化していきます

♪そして「手相セラピー」は最強のコミュニケー

ションツールでもあります。 

 あなたも安心・安全な空間で「手相セラピー」を

学んでみませんか？    応援隊:山田 由紀子 

今年、南あわじ市に吉備国際大学地域創成農学部南

あわじ志知キャンパスが開校しました。5年前廃校になっ

た県立志知高校の跡地にできた、オレンジ色を基調とし

た明るく開放的な雰囲気の学校です。地域創成農学部と

いう名称から、これからの農業を創成する新しいタイプの

大学のように感じました。取材に行った時は夏休み中で

学生はいませんでしたが、志知キャンパス事務室課長の

小林さんに色々とお話を伺いました。 

今年は一期生だけのため、学生数は、５６名（女子７

名・淡路島内出身者３名）と少な目ですが、アットホーム

でとてもいい感じだそうです。志知松本に大学所有の田

畑と倉庫があり、水田での稲作、畑でのスイカやかぼ

ちゃなどの野菜の栽培等、１年次には、基本的で実践的

なプログラムを中心に学習が進められています。これか

ら学年が上がっていくにつれて農業技術、食品化学・加

工、農業経済・経営の３分野にわたる学習プログラムが

用意され、更に農業関連施設や企業・行政でのインター

ンシップで実際の現場に触れる等、これからの農業を目

指す学生により良い体験ができるようにと考えているそう

です。 

今年、初めて実習で植えた、すいかとかぼちゃが大豊

作で、近くの保育所へ子どもを送迎しているおかあさん

が、すいかを載せた軽トラックが何度も大学から運ばれ

ているのを見かけ、気になっていたそうです。温室横の

作物収納庫で作業中の先生が「学生が夏休みでせっかく

の収穫の喜びを味わえなくて残念」と市場への出荷準備

に汗を流されていました。 

これから毎年学生がどんどん増えて、淡路の農業に新

風が吹くことを期待しています。 

    応援隊：坂本 厚子・村上 紀代美・岡 八代井 

「淡路島まるごとキャンパス」見て触れて考える実践的

な農業学習をモットーに開校しました。 

①農業の６次産業化をリードする実践力が身につく 

 教育体制。 

②プロの技に接し学ぶ体験学習とフィールド実習。 

③地域創成を担うリーダーの育成。 

④充実した最新の施設設備を完備。 

生 命 線 

知 能 線 

感 情 線 

結婚線 

太 陽 線 

金 星 帯 

運 命 線 

財 運 線 



ポケットあわじvol.１３６ 20１３年9月号 

 

 

                      Page ５ ・淡路島牛乳・手相② 

  淡路島のほぼ中央にある、淡路島

牛乳工場に行ってきました。給食開始

と共に淡路っ子の成長を支え続けている淡路島牛

乳！工場では、毎日新鮮で栄養価の高い牛乳から、

牛乳・焼きプリン・コーヒー牛乳・ヨーグルト・のむヨー

グルトなどの乳製品をつくっています。 

 淡路島の牛乳は、熱心な酪農家によって世界の名

牛を導入し、改良を重ねおいしい牛乳を生産していま

す。牛乳は、新鮮なものほどおいしいそうです。そのた

め淡路島牛乳は搾乳から製造まで短時間で処理し、

おいしく飲んでいただくために、淡路島と本州を結ぶ

明石海峡大橋や四国を結ぶ鳴門海峡大橋を使用して

文字通り産地直送でお届けしています。 

              応援隊：藤本 法美・池田けい 

おいしいさかい 

  きばってのんでよ～ 

 

 淡路島牛乳では淡路島の牛から搾乳された乳のみ使用しているそうです。これはめずらしい！ 

 11月販売予定の「淡路島マスカルポーネブリュレ」 なめらかな口あたりの

プリンにマスカルポーネチーズを加えコクのある風味に仕上げた新商品で癖

が少なくお子様から大人の方まで楽しめるそうです。早く食べたいなぁ～。 
？ 

先天運と言われ 元々あなたが持っている能力や潜在

している能力、幼少期の頃や本質的に持っている性格や

才能を表すといわれています。あなたが現在まで努力し

てきた結果やこれから先の未来を表すといわれています。 

 後天運と言われ あなた

が現在まで努力してきた

結果やこれから先の未来

を表すといわれています。 

 「手相セラピスト講座」手相に興味のある方、もっと自分の良

いところを知りたいあなたはもちろん、身近な方とのコミュニケーショ

ンを円滑にしたい方、営業の仕事の方や接客業の方、手と手を

取り合って掌に刻まれている手相を一緒に読み解きながら会話を

する勉強をしてみませんか？手相を一緒にみることで、今までは時

間をかけないと築けなかったような信頼関係があっというまにでき

るかも・・。受講後すぐに手相をみてあげられるような内容になって

いますからまわりの方を笑顔にしてあげることができますよ＾＾ 

静 か な 隠 れ 家 セ ラ ピ ー ル ー ム  a n u ( ア ニ ュ )  洲 本 市 小 路 谷 

一般社団法人日本手相セラピスト協会 公認インストラクター 由輝 らら 090-4271-7201 
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Page ６ 淡路文化会館・淡路消費生活センターからのお知らせ 

★淡路文化会館からのお知らせ★  

★兵庫県淡路消費生活センターからのお知らせ★ 

  日  時  

 10月6日(日) 

 10:00～15:00 

   

  場  所 

 淡路文化会館 

 

参加体験型ブース、

飲食ブース、ステー

ジなどたくさんある

よ。 

そして、今年も淡路

の「ゆるキャラ」が大

集合！！  

 

 
 

 

日時 ９月２２日（日）第１部 １３：００開演 

                      第２部 １５：００開演 

場所 淡路ハイウェイオアシス 

内容 ①淡路人形芝居 「戎舞」 

   ②淡路だんじり唄 

    「箱根霊験記十一段目箱根瀧の段」 

    「仮名手本忠臣蔵六段目勘平切腹の段」 

家庭内にある不用品や手作り品を持ち寄り、従来の使い捨て文化を見直し、ものを大切にする心や社会
福祉に対する思いやりの心を育むため、リサイクルセールを実施します。 
趣旨に賛同いただける方の出店を募集します。 

日時：平成2５年11月23日(土・祝) 午前１０時００分から午後１時００分まで 
 
場所：県立淡路文化会館〔雨天時は構成団体のみ講堂で実施〕 

 
出店参加資格：グループまたは個人（露天商等の出店は固くお断りします。） 
 
出店募集数：約８０店(１人１店舗・晴天時のみ) ※応募者多数の場合は抽選 
 
出店料： １,０００円 
 
協力金(福祉施設等への寄付)：売上金の１０％を協力願います。 
販売物：リサイクル生活用品、手作り品 
   (ただし、生き物、危険物、食品衛生上不適切なもの及び合成洗剤は除く) 
 
申込み方法：申込用紙に必要事項を記入し、 

９月１０日(火)～１０月１日(火)必着で郵送またはFAXしてください。 
 
申込み・問合せ先：〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5  

リサイクルセール・イン淡路実行委員会事務局 
(淡路県民局県民生活室 淡路消費生活センター) 
TEL:0799-26-3360 FAX:0799-26-3090 

 出店者お待ち 

 しています。 

写真：淡路人形浄瑠璃青年研究会 



ポケットあわじvol.１３６ 201３年９月号 

 

 

Page ７ 淡路の文化活動･イベント情報 イベント・インフォメーション 

●受付日時 火曜日 ～ 土曜日 ９：００～１７：１５ 

※センター休館日：日曜日・月曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

兵庫県が、１対１のお見合いの機会

を提供します。  

★会員同士の合意が得られた場合、出会いサ

ポートセンターでお見合いします。 

★3人のサポーターが、あなたの出会いをお

手伝いします。 

素 敵 な 出 会 い を 見 つ け よ う 

は ば タ ン 会 員 募 集 中   
〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5洲本総合庁舎 1階 

●TEL（0799）24-2717   ●FAX（0799）24-2810 

所 イベント 日時・会場 料金・問合せ先 

淡路島 

国営明石海峡公園 
〒656-2307 

淡路市南鵜崎8-10 

 TEL 0799-72-2000 

 FAX 0799-72-2100  

淡路島国営明石海峡公園   

 秋のカーニバル2013 

9/14（土） 

      ～11/4（月・祝） 

  9:30～17:00 

※11月は～16:30 

イベントにより異なる  

※別途入園料、駐車料

金必要 

※入園無料日 

 9/16（65歳以上のみ） 

 10/13 

兵庫県立 

淡路夢舞台温室 

「奇跡の星の植物館」 
〒656-2306 

淡路市夢舞台4 

 TEL 0799-74-1200 

 FAX 0799-74-1201 

10：00～18：00 

（最終入館17：30）    

うたって、おどる植物館  

 カーニバル★ 

9/21（土）ジャズ 

 13:00,15:00,17:00 

9/22（日）フラダンス 

 11:00,15:30 

9/23（月・祝） 

 ベリーダンス 

 11:00,14:00 

観覧無料 

※入館料  

大人600円、 

65歳以上300円、 

高校生300円、 

中学生以下無料 

洲本市文化体育館 

〒656-0021 

洲本市塩屋1-1-17 

 TEL 0799-25-3321 

 FAX 0799-25-3325 

舞踊(ダンスダンス) 

 フェスティバル25 
－ダンスで結ぶ 

    みんなのきずな－ 

9/16(月・祝) 

 13:30～15:30 

文化ホール「しばえもん座」 

入場料500円 

【問】0799-25-3321
（文化芸術によるまちづ

くり実行委員会） 

洲本吹奏楽団 

 ファミリーコンサート 

しばえもん で  

 コラボ祭2013 

9/22(日) 

 14:00～ 

文化ホール「しばえもん座」 

入場無料 

洲本市 

市民交流センター 
〒656-0054 

洲本市宇原1788-1 

 TEL 0799-24-4450 

 FAX 0799-24-4452 

ひょうご邦楽の祭典 

9/29（日） 

 13:00～ 

ビバホール 

観覧無料 

【問】0799-24-7631

（洲本市教育委員会 

 社会教育課） 

(一財)淡路島 

くにうみ協会 
〒656-0022 

洲本市海岸通1-11-1 

 TEL 0799-24-2001 

 FAX 0799-25-2521 

淡路花祭2013秋 

9/21（土） 

   ～11/4（月・祝） 

あわじ花さじき  

 他淡路島全島の花の施設等 

【問】（一財）淡路島

くにうみ協会 

第３回淡路島くにうみ講座 
アートが拓く地域の可能性 

～瀬戸内国際芸術祭 

      を事例に～ 

9/29（日） 

 14:00～15:30 

淡路夢舞台国際会議場 

 イベントホール 

無料（定員200名） 

※要事前申込 

        

第５回永田青嵐顕彰全国俳句大会 

作品募集 

【締  切】～11/30（土） 

【要  領】未発表の近作１人２句以内（詳細は下記まで） 

   ※詳しくは  http.//www.kuniumi.or.jp  をご覧ください  

【問合せ】TEL：0799-24-2001（淡路島くにうみ協会）      
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 「ポケットあわじ」は、毎月3,000部発行

し、応援隊の手により、島内各市の庁舎・公民

館・商業施設など約２４０カ所に無料配布して

います。淡路文化会館のホームページでご覧に

なると、カラー版でお楽しみいただけます。読

者の皆さまからのお便り、情報をお待ちしてい

ます。 

（発行）淡路生活創造応援隊  

     淡路文化会館 

〒656-1521  淡路市多賀600   

TEL  0799-85-1391 

E-mail a-pocket@hyogo-ikigai.jp 

  島のNo.1いかがでしたか？県下では４頁の「情報

しんぶん」はよく手にとりますが、その倍の８頁の月

刊「生活創造しんぶん」はほかには見当たりません。枚数だけでなく

島の出来事をぎゅうぎゅうづめにして、まるで満員列車のように！ 

 毎回応援隊が集合し、自分達の目で見て、口で試食し、動き回った

感想を原稿にして・・・。まるで井戸端会議の延長のようで、まとめ

るのが大変苦労しますが、それは読者のひとり、貴方

あってのポケットあわじです。しっかりと情報発信し

ていきたいと思います。次回は「路地裏の雑貨屋」特

集です。耳よりな情報お待ちしております。   

                        応援隊 岡 まさよ  

編 集 だ よ り 

所 イベント 日時・会場 料金等 

淡路文化会館 
〒656-1521 

淡路市多賀600 

 TEL 0799-85-1391 

 FAX 0799-85-0400 

淡路津名アートクラブ 

  作品展 

8/30（金）～9/11（水） 

 9:00～17:00 ※展示室 

鑑賞無料 

内海信子 柿渋型染め展 

8/30（金）～9/11（水） 

 9:00～17:00  

※県民ギャラリー 

淡路日本画セミナー 

 「三美会 色紙展」 

9/13（金）～25（水） 

 9:00～17:00 ※展示室 

美サロン展 

9/13（金）～25（水） 

 9:00～17:00  

※県民ギャラリー 

手漉き和紙とフォト展 
9/27（金）～10/8（火） 

 9:00～17:00 ※展示室 

ラタンに魅せられて 

9/27（金）～10/8（火） 

 9:00～17:00  

※県民ギャラリー 

洲本市 

市民交流センター 
〒656-0054 

洲本市宇原1788-1 

 TEL 0799-24-4450 

 FAX 0799-24-4452 

久保田一義写真展 

9/3（火）～28（土） 

 9:00～21:00 

※アールギャルリー 

月曜休館 

鑑賞無料 

【問】市民交流セン

ター 

南あわじ市    

滝川記念美術館  

玉青館 

〒656-0314 

南あわじ市松帆西路1137-1 

 TEL 0799-36-2314 

 FAX 0799-36-5408 

 

★9/24～30は臨時休館 

平成25年度館蔵品展２ 
※期間中一部入替有り 

～9/23（月・祝）          

１9:00～17:00        

入館は16:30まで      

月曜休館 

※ただし9/16,23(月･祝)は  

 開館 9/17(火)は休館   

大人300円     

高大生200円    

小中生100円     
※小中生は「ココロンカー

ド」「のびのびパスポー

ト」利用可      
【問】玉青館 

吉永邦治展 

 －東洋へのまなざし－ 

10/1（火）～12/15（日）          

１9:00～17:00        

入館は16:30まで      

月曜休館   

大人500円     

高大生300円    

小中生200円     
※小中生は「ココロンカー

ド」「のびのびパスポー

ト」利用可      

【問】玉青館 


