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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。   

http://www.eonet.ne.jp/~awaji-cc/ 

（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 FAX  0799-85-0400 

E - m a i l  a - p o c k e t @ h y o g o - i k i g a i . j p 

地震災害は突然発生し、大きな力で襲ってきます。

家具転倒や天井落下・家屋倒壊や火災、津波によ

る浸水被害など、様々な形で私たちの生活にキバ

をむいてきます。それら全ての災害に対して万全の対策を立てる…という

のは非常に大変なことですが、普段からの備えがあれば被害を小さくする

ことは十分可能です。先日の長野県北部地震（11/22）では多くの倒壊家

屋があったにも拘わらず命を落とされた方はありませんでした。地震直後

から近所への声掛けと共助で倒壊家屋に閉じ込められた人も数時間のう

ちに全員救助されました。皆さんの身の回りの工夫で準備出来ることもあ

りますので、普段から関心を持って災害についての知識を身に付けること

が大事です。まずは「地域の避難訓練に参加する…」など気軽に出来るこ

とから始めてみてはいかがでしょうか   

                                                                   

（ひょうご特別防災推進員、防災士、一級建築士 栄宏之） 

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 

放送大学平成27年度 

第1学期(4月入学生)募集 

出願期間は2月28日まで。 

資料を無料進呈【問】放送大学兵庫学習ｾﾝﾀｰ(078-805-0052) 

           姫路ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽ(079-284-5788) 

淡路人形浄瑠璃魅力発信事業 

西宮公演 

1/6(火) 

開場12:30 開演13:00 

兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ 

阪急中ﾎｰﾙ 

S席3,000円A席2,000円 

B席1,000円(全席指定・税込)

【問】芸術文化ｾﾝﾀｰﾁｹｯﾄｵﾌｨｽ 

0798-68-0255 

淡路芸術文化祭 
南あわじ少年少女合唱団 

創立25周年記念ｺﾝｻｰﾄ 

1/17(土) 

南あわじ市西淡公民館 

鑑賞無料 

【問】南あわじ市西淡公民館 

0799-37-3028 

洲本市民工房 
〒656-0021 

洲本市塩屋1-1-17 

TEL/FAX 0799-22-3322 

淡路美術協会会員展 

1/23(金)～25(日) 

 10:00～17:00(最終日は

16:00まで) 

※3階ギャラリー 

鑑賞無料 

【問】洲本市民工房 

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 

交流･体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業 

校外作品展 
県立あわじ特別支援学校の生徒

が制作した平面、立体の作品展

です。 

1/17(土)18(日) 

10:00～18:00(最終日は

15:00まで) 

会議室1A-3 

鑑賞無料 

【問】県立あわじ特別  

支援学校0799-22-1766 

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 

洲本市公私立幼稚園    

幼児画展 
幼稚園児の絵を展示します。 

1/6(火)～25(日) 

9:00～21:00 月曜休館アー

ルギャルリーにて 

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 

臨時休館のお知らせ 

 1/5(月)～31(土)の期間中、館内空調設備改修工事のため臨時休館いたします。 

平成26年度 

あわじ花と緑のコンクー

ル 入賞作品パネル展示 

①1/6(火)～1/20(火)南あわじ市立三原図書館１階  

②1/24(土)～2/15(日)淡路夢舞台展望テラス内通路壁面 

【問合せ】（一財）淡路島くにうみ協会 TEL:0799-24-2001 FAX:0799-25-2521 

映画｢摂氏100℃の微熱｣上映会  
 淡路島を舞台に、それぞれの忘れられ

ない過去を乗り越えてひかれ合っていく

姿を描いた純愛ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ。島民必見！ 

【主演】平 愛梨・青柳 翔 

 1/25(日)①11:00②14:00③17:00計3回上映 【会場】洲本市文化体育館 

【入場料】一般\1,800､小人\1,000､シニア\1,000 前売り(一般のみ)\1,400

【問】洲本文化体育館自主事業実行委員会 0799-25-3321 
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 忘れもしません、平成７年１月１７

日、午前５時４６分に起きた阪神・淡

路大震災によるものすごーい衝撃。

「なに、なに、なに」と初めての経験

で自分を見失いました。家屋の倒壊

や知人が亡くなった情報が次々に

入ってきました。住んでいる町が余り

にも変わり果てた姿に唖然としてい

たことを思い出します。 

 忘れてはいけない。亡くなられた方

が安らかに眠っていただくためにも、

震源地でもある北淡小倉に野島断

層を含めた北淡震災記念公園を建

設し、犠牲になった方々の名前を刻

んだ慰霊碑、その前には今後どんな

大きな地震が起きても大丈夫である

シンボル「べっちゃないロック」など

がある公園で、毎年１月１７日午前５

時４６分に追悼行事が営まれていま

す。その一つに震災５年目にフェ

ニックス（不死鳥）合唱団が結成さ

れ、多くの方が参加されています。

指導者でもある地元出身の藤岡ま

ゆみさんにタクトを振っていただき、

最初は「ふるさと」を白い息を吐きな

がら心を込めて歌いました。心に

ジーンと熱いものがこみ上げてきま

した。今まで歌った曲は「ふるさと」

「上を向いて歩こう」「見上げてごら

ん夜の星を」「手紙」。そして、結成５

年・１０年・１５年は「アメイジング・グ

レイス」です。参加者全員が歌った

り、ハミングしたり、天まで届くように

願いつつ心が一つになるときです。

数年前からは震源地に最も近い高

校として淡路高校の生徒も参加して

います。 

 歌を通じて人と人がつながり、阪

神・淡路大震災のことを風化させな

いためにも語り継いでいく責務が私

たちにはあります。皆さんも２０年を

迎える平成２７年１月１７日午前５時

４６分に北淡震災記念公園で開催さ

れる“フェニックス合唱団鎮魂の譜”

に参加して「アメイジング・グレイス」

を一緒に歌いましょう！！  

         応援隊：廣岡 ひろ子 

Ｐ1 フェニックス合唱団 Ｐ2  自助 Ｐ3 共助 P4 公助Ｐ 5  お ・ も ・ て ・ な ・ し ・ 洲本吹奏楽団 

Ｐ６  淡路文化会館・淡路消費生活ｾﾝﾀｰ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ淡路島からのお知らせ    Ｐ７.８  淡路の文化活動・イベント情報 

も

く

じ 
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Page 2 応援隊取材記事・自助(わが家の防災） 

どこにある? いつもある? 

 突然にたくさんの命をうばった阪神･淡路大震災や、東

日本大震災、そして近年多発しているゲリラ豪雨による水

害。それらの異常気象による自然災害から、我々は「自分

の命は自分で守る」ということを学んだのではないだろう

か。「津波てんでんこ」の教訓のように。             

 １０月、南あわじ市の総

合防災訓練が、三原志知

小学校を会場に行われまし

た。マグニチュード９の南海

トラフ巨大地震に伴い、震

度７の揺れ、また地震による大津波警報が発令されたとの想定です。我が家か

ら会場の小学校は２キロ。実際の避難所となる公民館は学校のそばです。５才

の孫を自転車の後ろに乗せ、自転車で会場へ。本当の避難なら遠い距離です。

会場では、震災・学校支援チーム（ＥＡＲＴＨ）による防災学習のほか、備蓄食料

であるアルファ化米や淡路手延べ素麺の試食。南あわじ市消防団なでしこ分団

による救命講習、負傷者搬送訓練、土のう作成訓練などが行われました。負傷

者搬送訓練では、被災者の治療に優先順位をつける「トリアージ」も実施されま

した。特殊メイクをした負傷者が、4色のマーカー付きカード「トリアージ・

タッグ」を手首に取り付け、運動場で救助を待つ様子は初めて見る光景

で、緊張感が漂いました。                

 では本当に災害が起こったらどうなるのか、市役所防災課を訪ね

てみました。災害のおそれがある場合、災害対策本部が、いろいろ

な条件を参考にして「避難勧告」「避難指示」を発令し、周辺の住民に避難を呼

びかけます。我が家であればまず、地域で指定された一時避難所（公会堂）に

避難し、そのあと指定避難所(公民館）、さらに広域避難所（三原志知小）へと

避難することになるそうです。南あわじ市は、緑防災センターや各避難所に、常

時３万食の非常食や防災用品を備蓄しているとのことです。 

 これを機会に我が家でも少し防災について見直し

ました。家が全壊でなく備蓄している物が取り出せる

という仮定で。 

 農家なので多少の食料は確保しています。水や、

保存食だけでなく、電池、カセットコンロ・ボンベ、持病

薬、そういったものが、「どこにあるか、いつもあるか、

誰もが置き場所を知っているか」気を付けていこうと

思いました。小学生の孫とは、学校以外で災害が起

きた時のことも一緒に考えました。 

 防災課によりますと、地域の公民館でもまず「自ら

の命は自ら守る」ということ。そのためにも訓練などに

は積極的に参加し、それを普段の生活を見直す機会

にしてほしいということでした。 

 兵庫県教育委員会から「家族で話す 防災・減災ハ

ンドブック２０１４」が発行されました。家族で防災につ

いて話し合うことを通じて、防災・減災に活かすこと。

それが２０年前に阪神・淡路大震災を経験した私たち

の責任かもしれません。  

応援隊：村上 紀代美  

お話:南あわじ市防災課 阿在さん 三原志知公民館 山口さん 稲本さん                      

※ 私たちを守ってくれる兵庫県住宅再建共済制度 

                     「フェニックス共済」も参考にしてください。 

写真提供:三原志知公民館 
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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 

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 
〒656-2306 

淡路市夢舞台8-10 

 TEL 0799-72-2000 

 FAX 0799-72-2100  

あわジオフェスティバル 
～1/12(月祝) 

10:00～16:00※ビジター棟 

※ｲﾍﾞﾝﾄによって異なる 

※別途入園料、駐車料金

要 

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）12/6～14の土日､

12/20～24は21:00 

  

クリスマスフラワーショー

2014 

―クリスマス物語― 

～1/18(日) 
大人600円、65歳以上（要証

明）300円、高校生300円、中

学生以下無料  

特別展 

淡路夢舞台ラン展2015 

1/24(土)～3/8(日) 
※1/19～1/23はラン展準備のた

め臨時休館 

入館料:大人1,500円、65歳以

上(要証明)750円､高校生750

円､中学生以下無料  

斎藤正博氏 

｢王者のラン教室｣ 
1/25(日)14:00～15:00 

参加費無料※予約優先 

入館料:大人1,500円、65歳以

上(要証明)750円､高校生750

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 

落語体験隊 at SUMOTO 
アマチュアの落語家による落語ラ

イブです 

1/18(日)   

開演14:00 会議室1A-1 

入場無料 

【問】078-671-3853西松 

防災講演会 
災害から大切な家族を守る 

｢あなたは大切な命を守れます

か｣講師:危機管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

国崎信江氏 

1/24(土)   

開場13:30 

開演14:00 終演16:00 

文化ホール 

入場無料 

【問】0799-53-6331 

NPO法人ﾈｲﾃｨﾌﾞ淡路島 

淡路市 

北淡歴史民俗資料館 
〒656-1741 

淡路市浅野南240 

 TEL 0799-70-4135 

 TEL/FAX 0799-82-2177 

企画展 

昔のくらし展 
昭和20年代から40年代の道具

などを中心に約50点展示 

～3/15(日)9:00～17:00 

※入館は16:30まで   

(12/28～1/3休館､月曜休

館1/12は開館1/13は休館) 

入館料大人210円(中学生

以上)､小人100円(幼児無

料)※ｺｺﾛﾝｶｰﾄﾞ、のびのび 

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ利用可 
【問】北淡歴史民俗資料館 

淡路人形座「1月公演」 

『迎春』 
〒656-0501 

南あわじ市福良甲1581-1地先 

 TEL 0799-52-0260 

 FAX 0799-52-3072 

◎毎水曜日は定休日です。 

【正月特別企画】1/1(木)2(金)10:00､11:00「花競四季寿 万歳｣｢人形解説｣｢戎舞｣ 

                       13:00､14:00､15:00「人形解説」「本朝廿四孝 奥庭狐火の段」 

                       1/3(土)「人形解説」「東海道中膝栗毛 赤坂並木の段」 
【正月イベント】1/1(木)10時開演前におめでたい三番叟を行います。1/2(金)11時公演終了

後、戎様と[淡路人形魅力発見隊]ハニーハニーによるくじ引き大会。1/1(木)2(金)毎公演後

鑑賞されたお客様に福豆プレゼント。1/1(木)～4(日)大人1名様ご入場につき､子ども2名様

(小学生以下)を無料! 

【通常公演】「人形解説」「本朝廿四孝 奥庭狐火の段」10:00,11:00,13:00,14:00,15:00

(なお8(木)13(火)26(月)～30(金)は｢太夫･三味線･人形解説｣｢戎舞｣)                                                 

 ※鑑賞料 大人1,500円 中高生1,300円 小学生1,000円 幼児300円 

第5回淡路島くにうみ講座 

「戦国時代の淡路島 

～歴史に彩られた島～」 
戦国時代の史跡などから島の歴史

を紐解き、そこから発見される島

の魅力についての講演です。 

【講   師】武田 信一氏（淡路地方史研究会会長） 

【日   時】2/7(土)14:00～15:30 

【場   所】洲本市文化体育館 

【定   員】100名（無料）※事前の申し込みが必要です。 

【問合せ】（一財）淡路島くにうみ協会 TEL:0799-24-2001 FAX:0799-25-2521 

第六回永田青嵐顕彰 

全国俳句大会表彰式 

及び特別講演会     

「花鳥諷詠のこころ」   
（第6回淡路島くにうみ講座） 

【講   師】安原 葉 氏（「ホトトギス」同人会会長・俳誌「松の花」主宰） 

【日   時】2/22(日)14:00～16:30 

【場   所】洲本市文化体育館 

【定   員】300名（無料）※事前の申し込みが必要です。 

【問合せ】（一財）淡路島くにうみ協会 TEL:0799-24-2001 FAX:0799-25-2521 
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Page ６ 淡路文化会館・淡路消費生活センター・プラットフォーム淡路島からのお知らせ 

★淡路文化会館からのお知らせ（淡路生活創造応援隊の募集･「いざなぎ学園」入学のご案内） 

★兵庫県淡路消費生活センター・プラットフォーム淡路島のお知らせ★ 

 この学園では、おおむね淡路島内の中高年の皆さ

んを対象とした学習、趣味伸長、仲間作り、そして

地域活動の講座を行っています。 

○募集開始    平成２７年１月７日(水)より 

○オープンキャンパス 
 会 場：淡路文化会館 

 日 時：１月７日（水）,１月２１日（水）, ２月４日（水） 
       いずれも ９：３０～１５：００ 

 内 容：1/7  教養講座「シルバーライフを楽しく」 
          「サークル活動A」 
       1/21 専門講座「兵庫の古墳」「身体が心が嬉   
          しくなるウェルネス」「サークル活動B」 
       2/4  教養講座「多文化共生社会を目指して」 
          「サークル活動A」 
 入学等に関するお問い合わせは 

        淡路文化会館(0799-85-1391)まで 

 

兵庫県淡路消費生活センター  
消費生活相談・多重債務相談  
☎0799-23-0993  
9:00～12:00 13:00～16:30 
（土日祝日・年末年始は除く） 

★ひょうごさわやかステージ★ 

            淡路吹奏楽団 

★講 演★  

テーマ 「いきいき生活」 星川 雅子 氏 
～住み慣れた地域社会で安心して生きがいを持っ

て生活していける、いきいきとしたまちをどのよ

うに育んでいくか～ 

淡路地域のくらしに密着した課題の解決に
向けて考え話し合う場として「淡路くらしの
ひろば展」を毎年１月に開催しています。 

今年度は「いきいき生活」をテーマに、安
全安心なくらしを考えます。是非ご参加くだ
さい。 

  

あなたも生活創造ボランティアに   

   参加してみませんか？ 

主な内容: 

本紙生活創造しんぶん『ポケットあわじ」

に関する取材・寄稿・配布等です。 

主な活動日:毎月1回の編集会議 

 (楽しい情報交換の場となっています) 

会議の場所:淡路文化会館(淡路市多賀600) 

募集条件: 

淡路島内にお住いの方ならどなたでもＯＫ

です！ 

【問い合わせ先】淡路文化会館 

       TEL:0799-85-1391 

淡路島のまち・地域づくり活動を応援する 

『プラットフォーム淡路島』からのお知らせ 

 
 地域の担い手のスキルアップと視野を広げ、地
域を元気にするノウハウを学ぶことを目的とし
て、日帰り視察を企画しました。 
 

第３回あわじ地域づくりラウンドテーブル 
 

1.日 時 平成２７年１月３０日(金)  
雨天決行 但し兵庫県内に警報(津波警報除く)が
発令されている場合は中止とします。 

2.視察先◆マイスター工房八千代 
    保育所跡地を利用した田舎のコンビニ 
   （地元のお母さんが作る巻き寿司で有名） 
     ◆朝来市上八代営農組合(元気村 上八代) 
    戸数２２世帯・高齢化６０％限界集落で 

   元気な村づくりをしている組合。 
3.行 程 乗り合せで行きます。 

洲本総合庁舎8：30発⇒多可町八千代⇒朝来市 
上八代営農組合⇒洲本総合庁舎17：00着 

4.募集定員 20名(先着順) 
5.参加費 3,000円（交通費・視察代・保険代等） 
 
【申込＆問合せ】プラットフォーム淡路島 
 淡路県民局県民交流室県民課 ☎0799-26-2043 
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 まず大きな取組みとして避難路を整備しました。同地

区は国定公園に指定されているため、高台の山への避

難路を簡単に整備できなかったそうですが、石井さんた

ちが県と市に強く働きかけ、平成２５年６月に中の谷避

難路を完成させました。 

 頂上には備蓄倉庫を設置しました。中西地区は地震発

生後３５～４０分で津波第一波が到達します。地震発生

から２０分間は隣保単位で隣人の確認・救助活動をしま

すが、その後は避難所へと避難します。東日本大震災

の「助かった命が助からなかった」という教訓からの決断

だと言えます。 

 住人のアイディアで避難路の中腹には警鐘が設置され

ており、早く到着した人が打ち鳴らすことになっていま

す。サイレンだけではなく平常時とは違う、危険が迫って

いることを強く知らせます。警鐘のリズムを早くすること

により、津波到達が近いことを知らせ、危機感を持って

早く避難するように工夫したそうです。 

 また民生委員・消防団・地区委員が協力し要支援者等

の情報をかなり詳しく把握していることも大きな強みだと

いえます。震災の際、高齢者は「年寄りやさかいもうええ

よ」と諦めたり、逃げようとしないこともあるかと思われま

すが、一人でも多くの命を救うため「自分の身は自分で

守り、近隣の人々と共に助け合うことが大切」だと再認識

しました。  

 また中西地区は、兵庫県立大学の地域防災・減災系

プロジェクトの「災害に強く、住民の繋がりの強い地域コ

ミュニティーづくり」を推進するモデル地区にも指定され

ているそうです。       

            応援隊：竹谷 香代・坂本 厚子 

                       

                    
Page 3 応援隊取材記事・共助（阿万中西地区） 

２０年前阪神･淡路大震災が発生し、私たちは地震の恐ろしさを身を以て体

験しましたが、時と共に薄れつつあります。しかし、数年後には必ず起こる

と予想される東南海大地震に対処すべく住民が考え行動している地区が南あ

わじ市阿万中西地区です。 

中西地区は東南海大地震が発生した時、津波の被害が大きいと言われる地

域の一つです。 
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 応援隊取材記事・公助(消防署） Page ４ 

 私の元職場である淡路広域消防を訪ねまし

た。退職してから約4年半になり久しぶりに建物

内に入りましたが、とても懐かしかったです。

消防本部警防課石田課長に「震災の備え」につ

いて話を伺いました。 

 「阪神・淡路大震災から20年、近

い将来必ず発生するとされる、マ

グニチュード8～9クラスの南海トラ

フ巨大地震が起こる可能性が少し

ずつ高まっています。兵庫県が今

年2月に独自の浸水想定図を公表

していますが、浸水域が国の想定

の3倍を超え県内の死者数も国

（7,400人）の4倍29,100人と算出さ

れ、その大半が津波によるとされ

ます。 

 淡路広域消防といたしましても体

制の充実や強化を進めており、消

防車両及び救助資機材の整備は

もとより、現在耐震庁舎を建築中

です。その完成に伴い消防救急無

線のデジタル化、指令装置の高度

化へ移行します。また救急搬送体

制を進め救急救命士の研修など、

総合的に防火・防災の強化をは

かっています。緊急消防援助隊、

自衛隊、警察、消防団との震災想

定訓練などを通じ、関係機関相互

の連携等対応力の一層強固なも

のとしています。 

 地震発生後すぐに住民全員が避

難を開始すれば、津波被害を軽減

させられることから、今後自主防災

組織ごとの高台への避難訓練を

消防団と共に指導していきたいと

思っています。」 

と語っていただきました。新庁舎の 

 

 

 

 

 

 

完成は3月だそうです。  

 近い時期の訓練として、1月17日

北淡震災記念公園で「阪神・淡路

大震災20年追悼式典」があり、午

前10時30分から「大規模災害で多

数の負傷者が発生した」との想定

での救急処置などの防災訓練が

予定されています。             

 淡路広域消防では多くの住民の方にもＡ

ＥＤの使用方法を含めた応急手当を知って

いただきたいために救急講習を行っていま

す。お気軽にお問合せください。 

淡路広域消防本部 電話0799-24-0119  

応援隊：田処 壱久 
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 洲本吹奏楽団は1984年の創団より30年に渡り「地域

に根付いた夢ある音楽づくり」をモットーに「定期演奏

会」と洲本市文化体育館自主事業「コラボ祭」を2本柱と

し、コンクールやアンサンブルコンテストへの出場、また

淡路島各地への訪問演奏など、様々な活動に精力的に

取り組んでいます。 

 現在、団員58名。2015年3月1日には「洲本吹奏楽団

第３０回記念定期演奏会」を行う予定です。今回の記念

事業として、「淡路島・くにうみ神話」をテーマに、作曲家

の八木澤教司氏に委嘱し、「淡い花の夢路～伊弉諾と

伊弉冉、尊き国生みのエピソード」というオリジナル曲を

制作いたしました。記念定期演奏会のフィナーレには、

世界初公開でこの曲を披露する予定です。また、第２部

では、お客様からのリクエストを基に「紅白吹合戦」と題

し、これまでの演奏曲の中から歌謡曲を中心に選曲し

た、ご家族で楽しめる企画ステージを予定しております。 

応援隊：田村ひろ子 

       Page ５ 
・お・も・て・な・し 

・洲本吹奏楽団 

英国➡イギリス 越国➡ベトナム 伯国➡ブラジル 米国➡アメリカ 星国➡シンガポール 

 

 お・も・て・な・し 二年前にこの言葉が日本中で流行

りましたね。「おもてなし」はとても良い日本語です。人を

もてなす・・って難しいのですが、去年の2月に英国と韓

国、5月に伯国、7月に越国、10月に米国とﾄﾊﾞｺﾞ島、12

月に星国の７ヶ国の民泊(ﾎｰﾑｽﾃｲ）を引き受けました。

１年間に７回７ヶ国10人延べ70日のﾎｽﾄﾏｻﾞｰのﾎｽﾄ経

験は20年くらいのﾎｽﾄ歴の中でも回数も人数も初めてづ

くしでした。 

 私は若い時に県から中国に兵庫県青年洋上大学生と

して派遣してもらい、その時に広東省で初の民泊を体験

しました。民泊はﾎﾃﾙ泊とは違った強烈な印象を受けた

宿泊でした。もちろん熱烈歓迎でした。 

 今は私達夫婦と高校生と中学生の子ども二人の一般

的な家族構成で生活しています。子ども達が幼い時は

夫婦でﾎｽﾄ役を務めましたが、近年は子ども達が簡単な

英会話ができるようになり助かっています。 

 私のﾎｽﾄﾏｻﾞｰの仕事は主に宿泊者の国の料理を提

供することで、これはとても楽しく子ども達にも好評で

す。英国人には紅茶とｼﾘｱﾙを、韓国人にはｷﾑﾊﾟとｷﾑﾁ

を、伯国人にはﾌｪｼﾞｮﾝとﾋﾞﾅｸﾞﾚｯﾁを、越国人には生春

巻きとﾌｫｰを、米国人にはｽﾊﾟﾑむすびとﾊﾟﾝｹｰｷを、ﾄﾊﾞ

ｺﾞ島人にはﾏﾝｺﾞｰﾃｨｰとﾛﾃｨを、星国人には焼きﾋﾞｰﾌﾝと

ｵｲｽﾀｰｵﾑﾚﾂをと国際色豊かな食事を作りました。 

 さて、ここで問題です。この料理で我が家に宿泊した

人たちの国名を答えてみてください。ﾋﾝﾄはﾖｰﾛｯﾊﾟ･北

米・中米・南米・ｱｼﾞｱ圏です。 

 地球上の様々な国から、この小さな淡路島に来て宿

泊してくれる人たちの多さに感謝した1年でした。今年は

どこの国の人に出会えるかが楽しみです。今年もボラン

ティア精神でお・も・て・な・し を頑張ります。 
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Page ６ 淡路文化会館・淡路消費生活センター・プラットフォーム淡路島からのお知らせ 

★淡路文化会館からのお知らせ（淡路生活創造応援隊の募集･「いざなぎ学園」入学のご案内） 

★兵庫県淡路消費生活センター・プラットフォーム淡路島のお知らせ★ 

 この学園では、おおむね淡路島内の中高年の皆さ

んを対象とした学習、趣味伸長、仲間作り、そして

地域活動の講座を行っています。 

○募集開始    平成２７年１月７日(水)より 

○オープンキャンパス 
 会 場：淡路文化会館 

 日 時：１月７日（水）,１月２１日（水）, ２月４日（水） 
       いずれも ９：３０～１５：００ 

 内 容：1/7  教養講座「シルバーライフを楽しく」 
          「サークル活動A」 
       1/21 専門講座「兵庫の古墳」「身体が心が嬉   
          しくなるウェルネス」「サークル活動B」 
       2/4  教養講座「多文化共生社会を目指して」 
          「サークル活動A」 
 入学等に関するお問い合わせは 

        淡路文化会館(0799-85-1391)まで 

 

兵庫県淡路消費生活センター  
消費生活相談・多重債務相談  
☎0799-23-0993  
9:00～12:00 13:00～16:30 
（土日祝日・年末年始は除く） 

★ひょうごさわやかステージ★ 

            淡路吹奏楽団 

★講 演★  

テーマ 「いきいき生活」 星川 雅子 氏 
～住み慣れた地域社会で安心して生きがいを持っ

て生活していける、いきいきとしたまちをどのよ

うに育んでいくか～ 

淡路地域のくらしに密着した課題の解決に
向けて考え話し合う場として「淡路くらしの
ひろば展」を毎年１月に開催しています。 

今年度は「いきいき生活」をテーマに、安
全安心なくらしを考えます。是非ご参加くだ
さい。 

  

あなたも生活創造ボランティアに   

   参加してみませんか？ 

主な内容: 

本紙生活創造しんぶん『ポケットあわじ」

に関する取材・寄稿・配布等です。 

主な活動日:毎月1回の編集会議 

 (楽しい情報交換の場となっています) 

会議の場所:淡路文化会館(淡路市多賀600) 

募集条件: 

淡路島内にお住いの方ならどなたでもＯＫ

です！ 

【問い合わせ先】淡路文化会館 

       TEL:0799-85-1391 

淡路島のまち・地域づくり活動を応援する 

『プラットフォーム淡路島』からのお知らせ 

 
 地域の担い手のスキルアップと視野を広げ、地
域を元気にするノウハウを学ぶことを目的とし
て、日帰り視察を企画しました。 
 

第３回あわじ地域づくりラウンドテーブル 
 

1.日 時 平成２７年１月３０日(金)  
雨天決行 但し兵庫県内に警報(津波警報除く)が
発令されている場合は中止とします。 

2.視察先◆マイスター工房八千代 
    保育所跡地を利用した田舎のコンビニ 
   （地元のお母さんが作る巻き寿司で有名） 
     ◆朝来市上八代営農組合(元気村 上八代) 
    戸数２２世帯・高齢化６０％限界集落で 

   元気な村づくりをしている組合。 
3.行 程 乗り合せで行きます。 

洲本総合庁舎8：30発⇒多可町八千代⇒朝来市 
上八代営農組合⇒洲本総合庁舎17：00着 

4.募集定員 20名(先着順) 
5.参加費 3,000円（交通費・視察代・保険代等） 
 
【申込＆問合せ】プラットフォーム淡路島 
 淡路県民局県民交流室県民課 ☎0799-26-2043 
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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 

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 
〒656-2306 

淡路市夢舞台8-10 

 TEL 0799-72-2000 

 FAX 0799-72-2100  

あわジオフェスティバル 
～1/12(月祝) 

10:00～16:00※ビジター棟 

※ｲﾍﾞﾝﾄによって異なる 

※別途入園料、駐車料金

要 

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）12/6～14の土日､

12/20～24は21:00 

  

クリスマスフラワーショー

2014 

―クリスマス物語― 

～1/18(日) 
大人600円、65歳以上（要証

明）300円、高校生300円、中

学生以下無料  

特別展 

淡路夢舞台ラン展2015 

1/24(土)～3/8(日) 
※1/19～1/23はラン展準備のた

め臨時休館 

入館料:大人1,500円、65歳以

上(要証明)750円､高校生750

円､中学生以下無料  

斎藤正博氏 

｢王者のラン教室｣ 
1/25(日)14:00～15:00 

参加費無料※予約優先 

入館料:大人1,500円、65歳以

上(要証明)750円､高校生750

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 

落語体験隊 at SUMOTO 
アマチュアの落語家による落語ラ

イブです 

1/18(日)   

開演14:00 会議室1A-1 

入場無料 

【問】078-671-3853西松 

防災講演会 
災害から大切な家族を守る 

｢あなたは大切な命を守れます

か｣講師:危機管理ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

国崎信江氏 

1/24(土)   

開場13:30 

開演14:00 終演16:00 

文化ホール 

入場無料 

【問】0799-53-6331 

NPO法人ﾈｲﾃｨﾌﾞ淡路島 

淡路市 

北淡歴史民俗資料館 
〒656-1741 

淡路市浅野南240 

 TEL 0799-70-4135 

 TEL/FAX 0799-82-2177 

企画展 

昔のくらし展 
昭和20年代から40年代の道具

などを中心に約50点展示 

～3/15(日)9:00～17:00 

※入館は16:30まで   

(12/28～1/3休館､月曜休

館1/12は開館1/13は休館) 

入館料大人210円(中学生

以上)､小人100円(幼児無

料)※ｺｺﾛﾝｶｰﾄﾞ、のびのび 

ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ利用可 
【問】北淡歴史民俗資料館 

淡路人形座「1月公演」 

『迎春』 
〒656-0501 

南あわじ市福良甲1581-1地先 

 TEL 0799-52-0260 

 FAX 0799-52-3072 

◎毎水曜日は定休日です。 

【正月特別企画】1/1(木)2(金)10:00､11:00「花競四季寿 万歳｣｢人形解説｣｢戎舞｣ 

                       13:00､14:00､15:00「人形解説」「本朝廿四孝 奥庭狐火の段」 

                       1/3(土)「人形解説」「東海道中膝栗毛 赤坂並木の段」 
【正月イベント】1/1(木)10時開演前におめでたい三番叟を行います。1/2(金)11時公演終了

後、戎様と[淡路人形魅力発見隊]ハニーハニーによるくじ引き大会。1/1(木)2(金)毎公演後

鑑賞されたお客様に福豆プレゼント。1/1(木)～4(日)大人1名様ご入場につき､子ども2名様

(小学生以下)を無料! 

【通常公演】「人形解説」「本朝廿四孝 奥庭狐火の段」10:00,11:00,13:00,14:00,15:00

(なお8(木)13(火)26(月)～30(金)は｢太夫･三味線･人形解説｣｢戎舞｣)                                                 

 ※鑑賞料 大人1,500円 中高生1,300円 小学生1,000円 幼児300円 

第5回淡路島くにうみ講座 

「戦国時代の淡路島 

～歴史に彩られた島～」 
戦国時代の史跡などから島の歴史

を紐解き、そこから発見される島

の魅力についての講演です。 

【講   師】武田 信一氏（淡路地方史研究会会長） 

【日   時】2/7(土)14:00～15:30 

【場   所】洲本市文化体育館 

【定   員】100名（無料）※事前の申し込みが必要です。 

【問合せ】（一財）淡路島くにうみ協会 TEL:0799-24-2001 FAX:0799-25-2521 

第六回永田青嵐顕彰 

全国俳句大会表彰式 

及び特別講演会     

「花鳥諷詠のこころ」   
（第6回淡路島くにうみ講座） 

【講   師】安原 葉 氏（「ホトトギス」同人会会長・俳誌「松の花」主宰） 

【日   時】2/22(日)14:00～16:30 

【場   所】洲本市文化体育館 

【定   員】300名（無料）※事前の申し込みが必要です。 

【問合せ】（一財）淡路島くにうみ協会 TEL:0799-24-2001 FAX:0799-25-2521 



ポケットあわじvol.１５２ 20１５年１月号 

 

 

ギャラリー・インフォメーション 淡路の文化活動･イベント情報 Page ８ 

 「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。   

http://www.eonet.ne.jp/~awaji-cc/ 

（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 FAX  0799-85-0400 

E - m a i l  a - p o c k e t @ h y o g o - i k i g a i . j p 

地震災害は突然発生し、大きな力で襲ってきます。

家具転倒や天井落下・家屋倒壊や火災、津波によ

る浸水被害など、様々な形で私たちの生活にキバ

をむいてきます。それら全ての災害に対して万全の対策を立てる…という

のは非常に大変なことですが、普段からの備えがあれば被害を小さくする

ことは十分可能です。先日の長野県北部地震（11/22）では多くの倒壊家

屋があったにも拘わらず命を落とされた方はありませんでした。地震直後

から近所への声掛けと共助で倒壊家屋に閉じ込められた人も数時間のう

ちに全員救助されました。皆さんの身の回りの工夫で準備出来ることもあ

りますので、普段から関心を持って災害についての知識を身に付けること

が大事です。まずは「地域の避難訓練に参加する…」など気軽に出来るこ

とから始めてみてはいかがでしょうか   

                                                                   

（ひょうご特別防災推進員、防災士、一級建築士 栄宏之） 

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 

放送大学平成27年度 

第1学期(4月入学生)募集 

出願期間は2月28日まで。 

資料を無料進呈【問】放送大学兵庫学習ｾﾝﾀｰ(078-805-0052) 

           姫路ｻﾃﾗｲﾄｽﾍﾟｰｽ(079-284-5788) 

淡路人形浄瑠璃魅力発信事業 

西宮公演 

1/6(火) 

開場12:30 開演13:00 

兵庫県立芸術文化ｾﾝﾀｰ 

阪急中ﾎｰﾙ 

S席3,000円A席2,000円 

B席1,000円(全席指定・税込)

【問】芸術文化ｾﾝﾀｰﾁｹｯﾄｵﾌｨｽ 

0798-68-0255 

淡路芸術文化祭 
南あわじ少年少女合唱団 

創立25周年記念ｺﾝｻｰﾄ 

1/17(土) 

南あわじ市西淡公民館 

鑑賞無料 

【問】南あわじ市西淡公民館 

0799-37-3028 

洲本市民工房 
〒656-0021 

洲本市塩屋1-1-17 

TEL/FAX 0799-22-3322 

淡路美術協会会員展 

1/23(金)～25(日) 

 10:00～17:00(最終日は

16:00まで) 

※3階ギャラリー 

鑑賞無料 

【問】洲本市民工房 

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 

交流･体験ﾁｬﾚﾝｼﾞ事業 

校外作品展 
県立あわじ特別支援学校の生徒

が制作した平面、立体の作品展

です。 

1/17(土)18(日) 

10:00～18:00(最終日は

15:00まで) 

会議室1A-3 

鑑賞無料 

【問】県立あわじ特別  

支援学校0799-22-1766 

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 

洲本市公私立幼稚園    

幼児画展 
幼稚園児の絵を展示します。 

1/6(火)～25(日) 

9:00～21:00 月曜休館アー

ルギャルリーにて 

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 

臨時休館のお知らせ 

 1/5(月)～31(土)の期間中、館内空調設備改修工事のため臨時休館いたします。 

平成26年度 

あわじ花と緑のコンクー

ル 入賞作品パネル展示 

①1/6(火)～1/20(火)南あわじ市立三原図書館１階  

②1/24(土)～2/15(日)淡路夢舞台展望テラス内通路壁面 

【問合せ】（一財）淡路島くにうみ協会 TEL:0799-24-2001 FAX:0799-25-2521 

映画｢摂氏100℃の微熱｣上映会  
 淡路島を舞台に、それぞれの忘れられ

ない過去を乗り越えてひかれ合っていく

姿を描いた純愛ﾗﾌﾞｽﾄｰﾘｰ。島民必見！ 

【主演】平 愛梨・青柳 翔 

 1/25(日)①11:00②14:00③17:00計3回上映 【会場】洲本市文化体育館 

【入場料】一般\1,800､小人\1,000､シニア\1,000 前売り(一般のみ)\1,400

【問】洲本文化体育館自主事業実行委員会 0799-25-3321 


