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南あわじ市の福良湾を見下ろす

大見山に、天に向かってそそり立

つ記念塔・・・戦後70年の今年春、

約２年にわたる修復工事を終え

「若人の広場公園」が再び開園し

ました。この施設は、先の大戦に

おいて亡くなった多くの学徒を追悼

する施設として１９６７年に建設さ

れました。 

当時南淡町長であった森 勝氏

が、自身のブラジル訪問の際に山

の上にあるリオのキリスト像を見て

影響をうけ、眺めのよいこの場所

にぜひ記念塔をと強く願われたと

聞きます。あまり知られていません

が、この施設は世界的建築家の丹

下健三氏の設計によるもので象徴

的に尖った高さ２５ｍの記念塔と、

石垣の壁面からなる造形美が印

象的な展示資料館が併設されて

いました。 

震災などのため閉鎖を余儀なく

されていましたが、再開を望む多く

の声をうけ、当初の魅力を最大限

に活かした再整備が行われ、地元

の若者によって採火された「永遠

の火」も灯されて、みなさんが憩え

る公園となっています。 

公園の展望台からは360度の雄

大なパノラマが広がり、鳴門海峡

を眺望できます。今春開催されて

いる「花みどりフェア」のサテライト

会場にもなっていて、桜の後はつ

つじが見頃を迎えます。ぜひご家

族で行ってみてください。    

応援隊：浜田 泰美・岡 八代井 
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  この庭園は江戸時代初期に作られ、曲田山を背

景に流水を東西に長い池泉に導き、組んだ自然石

は大きいもので高さ約４メートル、幅約５.５メートルと、

庭石としては日本最大級の巨岩を巧みに活かした庭

園です。 

 訪れた日は小雨が降っていましたが、開門時間の

10時に入口から入ると、背丈の2倍はあるかなと思わ

れる自然石の灯篭に驚かされます。そして池の中心

の山側には一番大きな岩石が目に入ります。巨岩の

自然石を巧みに活かした石組は壮観で、回遊路を進

むと渓谷風の情景も楽しめ、変化する景観を鑑賞す

ることができます。現在は洲本市指定名勝に指定さ

れていますが、文化的価値の高い重要な歴史遺産で

あり、洲本市の歴史を語るうえで欠くことができない

庭園をこれからも大切に残していく必要があると感じ

ました。 

 5月の一般公開は3日～6日と10日、17日、24日、31

日の午前10時～午後3時です。また午前10時30分と

午後1時30分にこの庭の説明などがあり、庭の見学

や説明などは無料です。 

 すばらしい庭園ですので、ぜひ訪れてみませんか。  

         応援隊：田処 壱久 

応援隊取材記事・旧益習館庭園 Page 2 

 「花みどりフェア淡路花博2015」

の洲本会場にもなっている「旧益

習館庭園」を訪ねました。  益習

館とは、阿波蜂須賀藩の筆頭家

老で淡路支配を任された稲田家

の家臣や家来の教育のために私

塾学問所として創設されました。

現在その建物は残っていません

が、その庭園だけが洲本市山手3

丁目（洲本中央公民館東側）に当

時の姿を残しています。 

問い合わせ： 洲本市教育委員会 ☎ 0799-24-7632 
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                 Page 3 応援隊取材記事・北淡震災記念公園 

 北淡震災記念公園を取り巻くように桜の花が見事

に咲き誇っています。ヒカンザクラから始まってオオシ

マザクラ、ソメイヨシノ、そしてボタンザクラまで、長い

期間楽しめることができます。阪神・淡路大震災で犠

牲になられた方々のご冥福を祈って１０年の節目の

平成１７年１月、当時の北淡町の町花のさくらを植

え、「さくら公園」と名付けました。 

皆さまから親しんでいただくために深植えして低木栽

培をしています。２０年めの節目の今年は、１月１７日

の追悼式典で遺族代表の片山さんが述べられた「忘

れないでください。人は人と助け合いながら生きてい

くことを!!」の素晴らしい言葉を桜の木々たちも感動し

たかのように見事な花を咲かせています。寒い冬の

西風から春の訪れを告げてくれました。 

 毎年行われているスプリングフェスタ。今年は５月４日（月、みどり

の日、雨天順延）に地域の漁協の皆さんの協力を得て「おさかな祭

り」を計画しています。子どもたちはタコのつかみ取りを、大人は魚

の競り市が楽しめます。ステージでは多彩な踊りなども楽しめます。 

 地元の人たちのお店も数多く出ます。記念すべき今年は、特に地

元の人と共にイベントを盛り上げ、「みんな集まって、

元気を取り戻す」を合言葉に計画を進めています。 

 ５月のゴールデン・ウィークの１日は、北淡震災記念

公園で素晴らしい景色、海の幸、山の幸を楽しんでくだ

さい。サツキもボタンザクラも満開に咲き、ご来園をお

待ちしています。        応援隊：廣岡 ひろ子 
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 応 援 隊 取 材 記 事 ・ 美 菜 恋 来 屋 Page ４ 

  「美しい環境で育（はぐく）まれた野菜や肉、魚

などを食べてもらうことで、淡路島の食に恋心

を抱き、何度も訪れてもらえるように」などの意

味が込められた「美菜恋来屋」が花みどりフェ

アに合わせてグランドオープンしました。県下

最大級の農畜水産物直売所です。場所は南

あわじ市の淡路ファームパーク・イングランド

の丘横。早速地元応援隊３名が、おばちゃん

目線で取材しました。取材と

いうより買い物とランチが大方

の目的でしたが、その結果を

報告します。 

 

  品物には、生産者の名前が入ったバーコードラベルがつけられていて、すべて地元産だと分かりま

す。ちょうど筍を陳列している生産者の方にお話を聞くことができました。御年７８才の片桐梅子さ

ん。この日はすでに朝並べた筍が売り切れたので、補充をしに来たとのこと。スーパーへ行ったり新

聞やテレビの市場を見たりして値段をつけ、包装し、バーコードシールをつけて出荷し

ます。お客さんも多くよく売れるとのこと。毎日携帯に４回、売れ行きなど情報が入っ

てくるそうです。出荷も簡単で「快適！うれしい！やりたいことがいっぱいある。」と

話す梅子さん。生き生きとした姿が印象的でした。 

  県下最大級の敷地というだけあって、ゆったりとしたス

ペースにいろいろなものが並んでいます。１階の「ほん

まもん市場」でまず目に入るのは野菜。玉ねぎはもちろ

ん、レタスやトマト、ねぎや大根、きゅうりやいちご、きの

こ類。朝堀りの筍。スーパーに並んでいる野菜はほとん

どあります。そして、カートを押して進んで行けば、淡路

ビーフ、南あわじ産の鮮魚のコーナー。

（沼島産の鮮魚が手に入るのはここだ

け）そしてイカナゴのくぎ煮や練り物など

の加工品。さらに、南あわじの地酒や醤

油、玉ねぎドレッシング、淡路島と名の

つくお土産から、お花まで。まだまだあります。巻き寿司

や天ぷらなどの惣菜も。観光客だけでなく、地元の主婦

にとっても欲しいものがそろう産直市場です。 

 担当する南あわじ市・食の拠点推

進課長、喜田憲和さんにも話を聞く

ことができました。「地元の商品を

地元の人が買うということは、お金

を地元で回すということ、お金を回す仕組みを直売所でつくり

たい。生産においては『嘘（うそ）をつかない』ことが生き残

るうえで決定的な方向性となる」と力を込めて話します。 

 レジの反対側は、フードコート「ごっつぉの森」。淡路島

の食材のランチやスィーツの店が５店並びます。淡路島

近海で獲れた魚のカツ、ゴールデンポークのカレー、淡

路島産のオリーブ、淡路島牛乳をたっぷり使ったシュー

クリームやソフトクリーム、かき氷。美菜恋来屋の２階は

「キッチンユーカリが丘」ここでも淡路島食材にこだわっ

た食事をすることができます。 

 いろんなものがあふれて地元にいてもなかなか地元を

意識することが少なくなっている今日この頃。改めて地

元の将来を考えながら、ランチと買い物を済ませ、淡路

島の食材を思う存分目で見て、そして舌で感じた本日の

取材でした。   応援隊：村上紀代美・坂本 厚子・川原 雅代 

 
 美菜恋来屋 

 ☎ ０７９９－４３－３７５１ 
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Page 5 応 援 隊 取 材 記 事・宝塚歌劇展 ・益 習 の集 い 

益習の集いは2013年6月に発足した団体で現在

会員は56名です。稲田氏の学問所「益習館」の時代

に即した人材育成を受け継ぎ顕彰すると共に、洲本

市民憲章にうたわれた郷土の歴史と伝統に学ぶこ

とによって将来有意義な人材育成を目的として活動

しています。花みどりフェアにオープンした益習館の

庭は私たちの活動がきっかけとなって持ち主より洲

本市に寄贈されました。 

これまでの主な活動として歴史講演会７回、パネル展

を洲本市と徳島県美馬市で４回開催しました。各活動は

新聞やＴＶで紹介されると大きな反響を呼び、地元の

人々だけでなく遠くから歴史の専門家が何人も来られた

りで地味な活動にもかかわらず大盛会でした。今年は５

月３日に庚午事変の全犠牲者追悼式で淡路と徳島の友

好のシンボルとして蜂須賀桜の植樹をします。また同日

午後から四国大学太

田剛教授による淡路島の松下村塾『益習館』とゆかりの

学者たちという歴史講演会を開催します。 

また、７月に南あわじ市、９月２１～２２日に北海道静

内でパネル展を開催し、淡路人が北海道移住で極寒の

中いかに苦難を乗り越え頑張ってきたかを紹介すると共

に市民レベルで地域の人々との交流を深めたいと考え

ています。                 文責：三宅 玉峰 

 １００年の長い歴史の中、兵

庫県出身のスターの写真の

中に淡路島のスター大地真央

さん、輝いています。 

 春のコーナーでは、宝塚の

シンボルであるスミレの衣装

がお出迎え、第１００期生のラインダンスで着用されたも

のです。カワイイ。桜の着物も華やか～。宝塚といえば

ベルサイユのバラ、夏はひまわり、星組での公演、バッ

ショネイト ラテンの曲、海のイメージ、太陽王、キラキラ

の衣装がたまりません。秋は月見、菊、紅葉などの和の

イメージですが、最近ではハロウィンの洋物もあるようで

す。冬は雪雪雪のイメージです。 

 映像もダイジェストですが良い場面ばかりで見入ってし

まいました。私は今年退団してしまう柚希

礼音さん写真パネルに釘付け。ファン歴ウ

ン十年の友達も大満足の展示で、衣装に

は触れませんがスパンコールの多さ豪華

さ、足の細さを間近に見れて、感激。写真

はいい場面をよくぞ見せてくれた。と喜ん

でいました。今度は宝塚のファン友を連れ

て又来ると帰っていきました。 

 国営明石海峡公園は広いので歩き疲れ

る前に、華麗なる宝塚歌劇の世界展を見

てから公園に行ってください。この展示を

見逃がすのは、もったいない！   応援隊：坂本 厚子 

 

 宝塚歌劇 特別企画。華麗なる宝塚歌劇の世界展～未来への架け橋～が淡路夢舞台国際会議場地下一階イベ

ントホールで花みどりフェア期間中特別展示されています。初公演から去年１００周年を迎えた宝塚歌劇。

宝塚歌劇のNEXTステージに向けた現在の取り組みを中心に、宝塚歌劇団を中心とした関係各社の全面協力

のもと、宝塚歌劇展が開催されてます。四季の華をテーマに華やかな衣装や写真パネル、映像が楽しめま

す。昨年から宝塚にはまった、にわかファンの私とファン歴ウン十年の友達二人で見学に行ってきました。 
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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（淡路生活創造活動グループ加入のお知らせ) 

★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★ 

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） 

兵庫県淡路消費生活センターからのお知らせ 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 

 日ごろ、淡路地域において活動されている、音楽サーク

ル、ダンスサークル、スポーツ健康サークル、パソコン

サークル、文化サークル等のみなさん！次のようなこと

で、お困りではありませんか？ 
 

 

 

  

 そんなお悩みを淡路生活創造活動グループに登録して、イッ

キに解決しちゃいましょう！ 

◆淡路生活創造活動グループってなあに？ 
淡路文化会館で登録をしていただいたグループのことで

す。（登録料は無料。登録申込書をお書きください。) 

◆淡路生活創造活動グループの特典は？ 
①淡路文化会館内の｢淡路生活創造情報ﾌﾟﾗｻﾞ(小会合

室･練習室等)｣が無料で使用できます。 

②モノクロ印刷機が5,000枚/月までなら無料※で使用で

きます（※印刷用紙は各自ご持参ください）。 

③発表の場やいろんなグループと交流することができる

「グループ交流会」があります。 

  
などなど、淡路文化会館の「淡路生活創造情報プラザ」

を活動の拠点として利用できます※。ぜひ、みなさまの

グループも、登録しませんか？ 
※耐震改修工事等により一部使用できない場合がございます。 

くわしくは淡路文化会館[0799-85-1391]まで 

お問い合わせください 

 音楽サークルをしているんだけど、自宅だと

周囲の騒音が気になって活動できないっ！ 

 自宅で個人練習はできても、みんなでダン

スを合わせる、広い場所が欲しいっ！ 

 サークルのチラシを作りたいんだけど、 

コピー機やプリンタだとコストがなぁ・・・。 

日 時：平成27年5月14日（木） 

              14:00～16:00 

     （淡路消費者団体連絡協議会総会終了後） 

場 所：淡路市一宮ふるさとセンター 

※事前のお申し込みは不要です。この機会に 

是非ご参加ください。 

平成２７年度消費者月間では「みんなでつく

ろう！消費者が主役の社会！！」を統一テーマ

とし、消費者が主役となって選択・行動できる

社会を形成し活動することを目的に記念講演を

行います。 

 プラットフォーム淡路島をどうぞよろしく！ 

私たちは、淡路島内で「地域づくり」に関わっている仲

間たちが集まり、平成26年度「プラットフォーム淡路島」

を設立しました。 

淡路島で様々な地域の課題解決のために活動している団

体の皆さんの出会いの場や情報交換の場、あるいは学びの

場を提供し、ネットワークづくりなど、積極的に取り組

み、島をひらき、協働をつくっていく。そんなみなさんの

「プラットフォーム」になれることを目指しています。 

地域づくりは、主体的に動く住民と行政の両輪が、うま

く歯車が合ってこそ進んでいくものだと思っています。こ

れからは、様々な形で、島のプラットフォームとしての役

割を担っていけたらと思っています。どうぞよろしくお願

いします。   

連絡先：0799-26-2043 

<淡路県民局県民交流室県民・商工労政課> 

      

   ※よろしくお願いいたします！ 

米田 静子さん 
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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 

  ◎募集期間 

   平成２７年５月１１日（月）まで 

  ◎問い合わせ先 

   公益財団法人兵庫県生きがい創造協会 

   ☎ ０７９－４２４－９８３２ 

まちづくりや環境、環境保全、ＮＰＯ・ボランティア等、

各種の地域活動実践者や実践を志す方で、地域づくりの担

い手として活動することができる方（兵庫県内に在住、ま

たは在勤等もしくは希望する方）     

 

 

 

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 
 

 
チューリップの球根掘 
り体験 

 
5/23(土)、24(日) 雨天中止 
13:30～15:30 
※大地の虹ほか 

 
無料 ※別途入園料・駐車料は必要 
｛5/4、5/5（小人のみ）は入園料 
無料｝  

〒656-2306 
淡路市夢舞台8-10 
 TEL 0799-72-2000 
 FAX 0799-72-2100  

 
キッズ花のファッショ 
ンショー 

 
5/5(火祝) 雨天中止 
13:00～14:00 
※花の中海ステージ 

 
同上 
 

  
花･ひょうごガーデンショー 
ドリームフィッシュを 
かざろう！ 

 
5/5(火祝)  
雨天時は5/6に順延 
10:00～ ※海のテラス 

 
同上 

 
兵庫県立 
淡路夢舞台温室 
｢奇跡の星の植物館｣ 
 

 
淡路夢舞台薔薇祭 
2015 
ｰジョセフィーヌの庭ｰ 

 
4/18(土)～5/17(日) 

 
入館料: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  

〒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） 

 
ゴールデンウィーク 
スペシャル音楽イベント 
 
11:00～ 14:00～ 
※5/5のみ17:00～も 
あり 

 
5/3＝オペラ「ジョセフィーヌは陽気な 
未亡人？！」 
5/4＝オペラ「恋の数だけジョセフィー 
ヌ」 
5/5＝オペラ「ジョセフィーヌの庭」 
5/3～5/5 こどもミュージカル「薔薇 
物語」 
11:00～ 14:00～ 
※5/5のみ17:00～もあり 
 
 

 
同上 

  
絵画に出てくるバラたち 

 
4/18(土)～5/17(日) 

 
同上 
 

 
淡路夢舞台国際会議場 

(淡路花博2015花みど
りフェア淡路会場) 

 

 
華麗なる宝塚歌劇の世界展 
‐未来へのかけ橋‐ 

 
5/31（日）まで 
9:30～17:30※最終入館17:00 
淡路夢舞台国際会議場 
地下１階イベントホール 

 

通常料金（割引料金）：一般900円 

（700円） 高校生400円（300円） 

中学生以下無料 ※各種割引あり 

【問】事務局 0799･74-5466 

 

 

 
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 

 
スーパー 
淡路人形浄瑠璃 
ガラ・コンサート 

 
5/24(日) 
開場13:30 開演14:00 
文化ホール 
『しばえもん座』 

 
当日 3,000円 前売 2,500円 
（全席指定） 
【問】文化芸術によるまち 
  づくり実行委員会 
  清水 090-2282-9922 
 

 
淡路人形座 
「５月公演」 
『日高川』 
 
〒656-0501 
南あわじ市福良甲1581-1 
地先  
  TEL 0799-52-0260 
  FAX 0799-52-3072 
 

 
【通常公演】 5/1(金)～31(日)｢人形解説｣「日高川嫉妬鱗 渡し場の段｣ 
   ※なお9(土)は｢太夫･三味線･人形解説｣｢戎舞｣ 
      10:00､11:00､13:00､14:00､15:00 
   ※鑑賞料 大人1,500円 中高生1,300円 小学生1,000円 幼児300円 
【今月のイベント】 5/2（土）～6（水） 
   大人1名の入場につき子供3名（小学生以下）が無料になります。     
 ※上演内容は変更になる場合があります。 
 ※毎水曜日は定休日です。13(水)､20(水)､27(水)は休館です。6(水)は祝日で通常 
  営業のため7(木)に振替休館いたします。◎24日(日)は臨時休館 
  

ふるさとひょうご創生塾ふるさとひょうご創生塾   塾生（第塾生（第2020期生）募集期生）募集 

募集定員：30名程度 
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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-mail：a-pocket@hyogo-ikigai.jp 

 

 生活創造活動応援隊の皆様方をはじめ、多くの 

 方々のお力により５月号が発刊の運びとなりま 

 した。淡路の再発見ができる「情報誌」として、 

 これからもいろいろな切り口で記事づくりを行 

 いたいと思います。特集をしてほしいというテ 

 ーマ等があれば、是非お知らせください。どう 

 かよろしくお願いいた 

 します。（中田） 編 集 だ よ り 

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 

● 受 付 日 時  火・木・土 曜 日  ９ ： ０ ０ ～ １ ７ ： １ ５        

※センター休館日：日・月・水・金・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 

 

所 イベント 日時・会場 料金等 

洲本市民工房 
〒656-0021 

洲本市塩屋1-1-17 

 TEL/FAX 0799-22-3322 

第17回フォトクラブ21 

写真展「光彩」 

5/8(金)~10(日)  
10:00~17:00 

最終日16:00まで 

※3階ギャラリー 

鑑賞無料 

【問】洲本市民工房 

   0799-22-3322 

 
十の会 作品展 5/16(土)~24(日) ※21(木)休館 

10:00~17:00 

初日13:00から最終日16:00まで 

※3階ギャラリー 

 

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 

第７３回 

淡路美術協会公募展 
 

５/３(日)~５(火祝)  
９:00~17:00 

最終日16:00まで 

※会議室１A 

鑑賞無料 

【問】永田 

   0799-22-8624 

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 

アワジネイチャーフォトク

ラブ写真展(淡路島の自然) 

※淡路の自然を紹介するた

め、野鳥、昆虫、植物などの

写真を展示します。 

5/2(土)～31(日)                                                                                       

9:00～21:00 

（最終日は15:00まで）                    

月曜休館 

※アールギャルリー 

鑑賞無料 

【問】市民交流センター 

        0799-24-4450 

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 

直原玉青没後１０年  

善縁コレクション展Ⅴ 

千福寺コレクションから 

（其の弐） 

高野山開創1200年 

弘法大師修行図絵 

 

～6/28(日) 

9:00～17:00(入館は16:30まで) 

月曜休館(ただし5/4は開館) 

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 

         0799-36-2314 

     玉青館「友の会」会員募集中：会費年額1,000円 


