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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

発行日2015年10月1日 

月
刊 

 広い店内にはライブができ

る空間やソファー席などもあ

り、心地よい音楽を聴きながら

ゆったりと食事ができます。 

  毎週金曜日の夜はライブが

聴けます！！！ 

 ヤマハの1937年製造の名器、

珍しいだるま足のグランドピアノ

があります。太平洋戦争の4年

前に当時のヤマハの技術の粋を集め

た驚きの響きが、戦火をくぐり抜け現代

に受け継がれていることに感動します。 

淡路市志筑新島１０－４６（カリヨン広場内） 

電話番号：0799-60-0266 定休日：水曜日 

営業時間 11：30～23：00  〈LO・22:00〉 

 ランチタイムの後、４時ごろから料理研究家の西岡誠子さんと

園長先生こと増田裕恒さんの『昼下がりのライブ』が始まります。 

 取材にうかがった8月最後の土曜日の夜は、『淡路島

ウクレレサークル交流会』の発表会でした。サークルの

方々の素敵な衣装、笑顔、心地よいウクレレの音色で

ハワイアンな雰囲気の中、楽しく食事ができました。 

Ｐ1  タイヨー珈琲  Ｐ2  イー・アイ  Ｐ3  アビーロード P4  ケイズ・カフェ・サスペンダーズ 洲本川レガッタ Ｐ5  なごみ工房〜笑む 淡路島未来教育研究会 

Ｐ６ 淡路文化会館 淡路消費生活センターからのお知らせ プ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 

VOL.16１ 

 

 ライブをやってみたい！！という方は、オリジナルと激しいロッ

クはダメということですが、その他詳細は上記連絡先へ

問い合わせてみてください。とくに、『昼下がりのライブ』

では、ピアノを弾ける方を探しています。 
 

 淡路島の食材をふんだんに使ったこだわりの料理と

心地よい音楽で、秋の夜長を楽しんでください♬ 

              応援隊：藤本 法美・池田 けい 
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 経営者の山口雅彦さん・旬子さんは「お店のモットーは自然体。」と言われます。退職後、海のそばでお店を、と開

店。当初から地元の方々の要望でギャラリーや歌の会を始めました。そんな経緯から地元の方々の居間のようなカ

フェとなっています。メニューは軽食やコーヒー、ソフトドリンク、デザートです。地域の会合に利用され

たり、地域のおじさんがひょっこり昼食を食べに見えたり、ギャラリーを楽しんだりされています。常時

置かれている楽器を奏でて、楽しんだりできるお店です。１０月の「金の会」は３０日(金)です。１２月は

クリスマスコンサートが予定されています。ぜひご一緒しませんか。      応援隊：米田 静子 

 去る8月28日(金)、取材に行ってき

ました。伴奏の方3人。ピアノの広田

直仁さん、ギターの川口恭子さん、

アコーディオンの奈良昭彦さん。皆さ

ん地元の方たちです。来客の方20人

(常時20～30人)のリクエスト曲が次々に伴奏され、切れ

目なく歌声が響いていきました。「学生時代」、「白いブラ

ンコ」、「学生街の喫茶店」等々。  

 8時から休憩時間に入りました。10分間の休憩時に

は、新しく参加された4人の方の紹介。続いて詩の朗読

はギャラリー展示中の写真集から一編、『風吹く君へ』。

ピアノ演奏は『月光の曲』。ギターの弾き語り。秋の夜を

なんとも素晴らしい世界に誘われました。 

 誕生日（8月生まれ）の方のお祝いにハッピーバース

デーを歌ったり、飲み物やアイスクリームを頂いているう

ちに休憩時間はあっという間に過ぎました。 

 歌声は『いつでも夢を』『花は咲く』など、青春時代に

戻って、楽しく綺麗な声で純粋な気持ちで歌い、満面の

笑顔で『今日の日はさようなら』と続き、

９時にお開きとなりました。 

 ☎  0 7 9 9 - 8 6 - 0 0 8 6 

 淡路島の西海岸を南下。線香の町江

井を通り、バス乗り場「江井」の山側に

駐車場と案内板があります。（定休日：

木曜日）金の会は毎月の最終金曜日。

午後7時～9時。ポピュラー、唱歌、演歌

など、みんなが知っている曲を生伴奏で

歌います。約300曲入り楽曲集の中から

リクエストしてみんなで歌う会です。 
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           Page 3   応援隊取材記事・アビーロード 

南あわじ市榎列小榎列234-1☎0799-42-4862 

 南あわじ市榎列に、今年開店30周年を迎え

るライブを楽しめるお店、アビーロードがあり

ます。普段は喫茶店のようですが、実は開店

当初からライブをするためにできたお店なの

です。 

 お店の中の奥を迷路のように進むとバンド

練習ができる貸しスタジオがあります。音楽が好きな若

い人達への指導や相談なども行っています。ライブをや

りたければお店を借りることもできます。 

 昔はギターやバンドの練習をしているだけで「不良」と

言われていましたが、今は子どもが音楽に興味を持つと

親の方から「教えてやってくれないか」と子どもたちを応

援するようです。中学生の女の子や高校生のバンドもこ

こで練習してライブ経験をしました。また、ここで練習し

ていた人が東京でギタリストとして活躍していて、お店の

ママの弘子さんも「ここで育った人の成長がとても楽し

み」と言っていました。  

マスターの桜木 勇喜さんは、学生の頃からずっとバ

ンド活動をしており、約30年続いているバンドや退職前

のおやじバンド、ジャズバンドなどいろんなジャ

ンルの音楽仲間と活動をしています。 

アビーロードでは、スタジオで練習している

人の定期ライブが年2回、島内外のバンドのラ

イブを年数回行っています。アビーロードでの

ライブはお客さんとの距離感が近く演奏や曲

間のトークも楽しく親近感があり、いつも熱気

むんむんです。 

マスターのええ声、一度聞きに行ってください。きっと

ファンになりますよ～。 

ライブの日程はこちらで検索してください。 

→http://www.eonet.ne.jp/~abbeyroad/index.html 

      応援隊：坂本 厚子・村上紀代美・川原 雅代 

http://www.eonet.ne.jp/~abbeyroad/index.html
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住所：洲本市本町3-3-29  TEL：0799-22-0285 

     営業時間：12:00～22:00    定休日：木曜日 

     ホームページは「kkk’s cafe」で検索!? 

             Page 4 応援隊取材記

洲本市役所のすぐ近くで約4年前にオープンしたカ

フェです。ライブはオープン当初から不定期に開催して

おり、最近は太田かつみ（神戸市在住）さんによるピアノ

＆ボーカルジャズライブを、しっとりと落ち着いた雰囲気

のなかで楽しめます。年に４回程度・週末の夜20時から

1時間程度・要ドリンクオーダー（¥280～）。 

 自慢のブレンドコーヒーは、モカマタリーやパカマラ種

などの高級豆を含め７種類の豆をブレンドしたスペシャ

リティーコーヒーを格安の¥２８０で提供し

ているので、香り高いコーヒーの味わいも

楽しんで欲しい…とのコトでした～～ 

               応援隊：栄 宏之 

 

・ケイズ・カフェ・サスペンダーズ 

・洲本川レガッタ 

秋晴れの９月13日(日)に平成１６年災害からの復興！！の洲

本川レガッタ2015が兵庫県淡路県民局協賛で開催されました。 

今回は第4回目

に な り、ナ ッ ク ル

フ ォア、舵手付 き

クアドルプル、ダブ

ルスカル、シングルスカルに島内の高校漕艇部やOB

会、父兄会などの48クルーが参加しました。 

私も洲本高校漕艇部О B・О Ｇ 50歳会でクルーを組

み、約30数年ぶりにオールを握りナックル艇で参加しま

した。現役高校漕艇部員（洲本高校・洲本実業高校・柳

学園高校）の無駄のない綺麗なオールさばきにすごい

～と感動したり、洲高ホゴシャーズ（ボート初体験の保護

者クルー）をハラハラしながら応援したりと、見学中は楽

しいひと時でした。レース番号12の自分達の出場

前に、発艇場からナックル艇のおおはま号に乗り

込み河口からの風を受けながらスタート地点の洲

浜橋へ向かい3艇揃ってスタートしました。  

 漕艇部員だった高校生の頃は1000Mの競技をし

ていましたが、洲本川レガッタの300Mでも50歳には

1000Mにも感じる位のしんどい距離でしたが、無事

に洲本橋ゴールへフィニッシュしました。競技中はオー

ルを合わせる事に必死で、川の両岸の景色を観る余裕

もなくゴールしましたが、終わった時は充実感で来年も

出場しようとクルーで盛り上がりました（笑）。ゴールの洲

本橋には応援隊の田処さんも来てくれ、またボート競技

が洲本川の風物詩として定着し多くの人が足を運んでく

れました。開催と応援をありがとうございました。 

 洲本高校漕艇部 OG・ポケット応援隊 田村ひろ子 
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 「今日は、何したい？」 

 朝の会で「やりたいこ

と」を発表して、“森のよ

うちえん まんまる”がはじまります。今

年の4月に開園した、淡路島初の森のよう

ちえんです。 

 大事にしているのは、★自分の今の気持

ちを大切にする★心・体・五感をフル活用

して、たくさん遊ぶ！こと。                 

 森からのやさしい刺激を五感で感

じ、想像力と創造力＝自分で毎日を楽

しくする力を身につけ、自分のありの

ままを認められる経験を重ねていきま

す。お弁当を背に、走り、よじ登り、 

息をのみ、びしょぬれになり、穴を掘り、

草花を摘み、絵本を読み…活動の様子は、

ぜひHPをご覧ください。 

 通年参加の他、1日預かり、半日＆1日親

子参加も受付中。ぜひ一度、遊びに来てく

ださい。１日預かりは1週間前まで、親子

参加は３日前までに要予約。０歳からの森

のおさんぽ会やイベントも実施中。 

●対象年齢：満３歳～ 

●保育時間：火・水・木曜日9～15時 

●活動場所：淡路島マンモス（淡路市木曽下1277） 

●お問い合わせ:080-5616-7181(佐藤)

メールa waj i.ma nma ru @gma il. com  

H P  h t t p : / / a w a j i . m a n m a r u . c o m 

淡 路 島 未 来 教 育 研 究 会 

 (森のようちえん まんまる in 淡路島マンモス) 

 お店の名前は、オーナーの亡くなったお兄さんが

「陶芸工房なごみ」という名前で陶芸をしていた関係

で、その名前から名付けたそうです。店に中には、

そのお兄さんの作品がたくさん並べられていまし

た。この焼き物をゆっくり見るのもいいですね。                

                   応援隊：田処 壱久 

 店の前に店名の入った小さな看板がありますが、見落

として通り過ぎてしまいそう。ごく普通の家がこの「なごみ

工房～笑む」です。玄関で靴を脱ぎ店の中へ入ると、

テーブル席と座敷がありました。お店といいながらも友

達の家に遊びに来たような、とても家庭的な雰囲気が

いっぱい。ちょうどジャズライブの行われた日に訪ねた

のですが、間もなく軽快なジャズの生演奏が始まりまし

た。お客さんは20人くらいで席はほぼ満席です。演奏は

「笑むバンド」でボーカルはオーナーです。ジャズのこと

はよくわからないけれど、自然に体が動き、手拍子が生

まれます。休憩をはさんで約20分ずつの演奏がいつの

間にか過ぎてしまいました。 この店でのライブは毎月

第2・第4土曜日の午後8時からで、第2土曜日には「笑む

バンド」、そして、第4土曜日は「心根（こころね）コメッツ」

や「NOISE（ノイズ）」などのバンド演奏が楽しめます。ま

た、第4土曜日はエントリー制にしているので、希望のバ

ンドがありましたらお問い合わせくださいとのことでした。

ライブのない日はランチタイム（11:30～16:00）のみの営

業で、定休日は土・日・祝日。淡路玉ねぎたっぷりのカ

レーライスがお奨めだそうです。ジャズを聴きながらコー

ヒーを飲むのもいいですね。その他、毎週火曜日はセッ

ション、第3木曜日は歌声喫茶とランチタイムにいろいろ

開催されています。10/7(水)のランチタイムはオカリナと

ピアノによるジャスコンサートが予定されています。 

                      

洲 本 市 下 加 茂 2 丁 目 5 番 1 3 号  

電 話  0 7 9 9 - 2 2 - 0 5 6 1 

ホームページ http://emu-cafe.com 

Page ５ 応援隊取材記事 
・なごみ工房〜笑む 

・淡路島マンモス 

mailto:メールawaji.manmaru@gmail.com
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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（いざなぎの丘元気っ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・淡路島民俗芸能ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ） 

★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からの       

お知らせ 

     
 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 

   

 ポケットあわじは、ＨＰでカラー版を是非ご
らんください。 

 淡路島内各地に古くから受け継がれている
伝統芸能や郷土芸能、そして、創作芸能をお
楽しみください ！！ 人形浄瑠璃、踊り、
和太鼓、獅子舞、唄（コーラス）など盛りだ
くさんです。今回は、徳島県から２団体も特
別出演いたします。幼稚園児・小中学生・高
校生の次世代を担っていく若い力を感じてく
ださい。  ★★入場無料★★ 

兵庫県淡路消費生活センターからのアドバイス 

 通信販売の場合にはクーリング・オフ制度がな

いことをご存じですか？ 

 通信販売（インターネットショッピング、

カタログ通販等）には、クーリング・オフ制

度はありません。事業者が返品特約（たとえ

ば「お客様の都合による返品は出来ません」

など）を広告に表示した場合にはその特約が

優先されます。返品について、広告に表示さ

れていない場合には商品引き渡し日から８日

間であれば、申し込みの撤回または契約解除

が出来ます。 

 なお、この場合の返品に必要な費用は消費

者負担となります。詳しくは最寄の消費者セ

ンターへご相談ください。 

人形浄瑠璃街道推進事業・大鳴門橋開通３０周年記念 

子どもから大人まで、体験イベントや遊びを通し

て、３世代の心の交流を深めます。淡路の元気っ
子、集まれ！ 

 

＜体験ブース＞しおりづくり、はんこあそび、巨大しゃ 
 ぼん玉・くうき砲、紙しばい・こままわし、竹ざいく  
 など２０ブース    
＜飲食ブース＞タコ焼き、焼きそばなど５ブース           
＜同時開催＞県民交流広場淡路地域交流フェスタ、商品 
 テスト体験コーナー                
＜協賛イベント＞放水体験、ミニパト見学 

◆日時：１１月２２日（日） １０：００～１５：００ 

◆場所：ふるさとセンター（淡路市地域総合センター）    

    いざなぎアリーナ（一宮体育センター）      

   ＜雨天決行＞ 

      入場無料 

 
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 

  

 第２回あわじ地域づくりラウンドテーブル 

 「里海・里山 かいぼり体験in長沢（淡路市）」 

今回のラウンドテーブルは、淡路市長沢地区の皆さん

が、長年取り組んできている「谷田池（たんだいけ）」

の「かいぼり」作業を見学、体験することで、淡路島の

人々が何を目的とし、守ってきたのか。また「地域」の

コミュニティとは…等を、みなさんと考えてみたいと思

います。どうぞご参加ください。 

■ 日 時：平成27年11月3日(火・祝) 
＊午前の部（9:00～12:00） 

・かいぼり実施場所 谷田池（淡路市長沢412番地） 

「魚類捕獲と底樋開放」：見学者・参加者歓迎 
＊午後の部（12:00～14:30） 

・会場：長沢エコ市民センター（淡路市長沢620番地） 
・昼食及び交流会 

＊泥流し体験（14:30～16:30 谷田池） 
 
■ 参加費 500円 
 

【申し込み・問い合わせ先】 

淡路県民局県民交流室県民・商工労政課内 

 TEL/0799-26-204３    FAX/0799-26-3090 

   メール/awajikem@pref.hyogo.lg.jp 
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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 

 

 

施設等 イベント 日時・会場他 料金・問合せ先他 

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 

第30回「あわじ花と緑
のコンクール」   
入賞作品パネル展示       

 

10/1(木)～18(日) 

南あわじ市中央公民館ロビー 

※11月～１月、他会場で展
示実施予定 

鑑賞無料 

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 

秋のカーニバル2015 ～11/3(火・祝)      
9:30～17:00(開園時間)   
＜11月は～16:30＞     
※イベントにより異なる 

ビジター棟、園内 

イベントにより異なる 

別途入園料が必要 

 花と緑のワーク  
ショップ 

10/11(日)       
10:00～15:00 

芝生広場 ※雨天中止 

イベントにより異なる 

入園無料日          
(但し、駐車場代は必要) 

 豚汁のふるまい 10/11(日)       
12:00～ なくなり次第終了
（1,000食） 

芝生広場 ※雨天中止 

イベントにより異なる 

入園無料日          
(但し、駐車場代は必要) 

兵庫県立 

淡路夢舞台温室 

｢奇跡の星の植物館｣ 

特別展 あわじガーデン
ルネサンス2015 

①木村英輝＆大島健資「なん
とロックな盆栽展」   
9/26(土)～10/12(月・祝)  

②「なんとクールなModern 
Moss Gaden」     
10/15(木)～11/8(日) 

特別展入館料：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 

〒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) 

阿部一成      
篠笛コンサート 

10/12(月・祝)    
13:00～、15:00～ 
 

 

 

 

 

観覧無料、ただし入館料要      

特別展入館料：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 
 

 

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 

淡路島民俗芸能フェス
ティバル          

 

10/4(日) 12:50～   
開場 12:30        
ビバホール  

入場無料 

【問】淡路島民俗芸能フェスティ
バル実行委員会事務局 

   0799-85-1391 

大阪湾海上交通
センター 
〒656-1725 

淡路市野島江崎914-2 

 TEL 0799-82-3050 

 FAX 0799-82-3050 

大阪湾海上交通センター
と江埼灯台の一般公開 

※航行船舶との交信状況、明石
海峡のパノラマ大展望、パソコ
ンを使った業務の疑似体験、制
服試着での記念撮影、日本で8
番目に点灯した洋式灯台の内部
見学  

10/31(土) 

10:00～15:00(灯台は9:30
～15:00まで)    

無料 

【問】大阪湾海上交通センター    

   0799-82-3050 

   江埼灯台 神戸海上保安部  

   交通課    078-327-8835 

 

淡路人形座 

「１０月公演」 

『阿波十』 
〒656-0501 

南あわじ市福良甲1528
-1地先  

 TEL 0799-52-0260 

 FAX 0799-52-3072 

  

 

10/1(木)～16(金) 10:00､11:00 大人1,000円 中高生800円 小学生600円 幼児200円      
｢人形解説｣・｢生写朝顔日記 大井川の段｣ 13:00 14:00 15:00 大人500円 中高生400円  
小学生300円 幼児100円 「ワンコインレクチャー」 

17(土)、24(土) 10:00､11:00 大人1,500円 中高生1,300円 小学生 1,000円 幼児300円 
｢人形解説｣・｢傾城阿波の鳴門 順礼歌の段｣ 13:00､14:00､15:00 大人1,000円 中高生800円 
小学生600円 幼児200円 ｢人形解説｣・｢戎舞｣ 

18(日) 10:00､11:00  大人1,500円 中高生1,300円 小学生 1,000円 幼児300円 ｢太夫、三
味線、人形解説｣・｢戎舞｣ 13:00､14:00､15:00 大人1,000円 中高生800円 小学生600円 幼
児200円 ｢人形解説｣・｢戎舞｣ 

19(月)～23(金)、26(月)～31(土) 10:00､11:00､13:00､14:00､15:00 大人1,500円 中高生
1,300円 小学生1,000円 幼児300円  ｢人形解説｣・｢傾城阿波の鳴門 順礼歌の段｣  

25(日) 10:00､11:00､13:00､14:00､15:00 大人1,000円 中高生800円 小学生600円 幼児
200円 ｢人形解説｣・｢戎舞｣    ※上演は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。 

【休館日】10/7(水)、14(水)、21(水)、28(水)  
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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２２０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には、カラー版で掲

載しています。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 

  我が家では、秋の夜長は虫の声にのって♪リンリ

ンリンリンリーンリン……と大合唱。７月末に応援

隊のメンバーから分けていただいたスズムシの鳴き

声です。今年卵を産んで来年孵化に成功したら、次

は何人かにもらって頂き命を繋いでいければと思い

ます。この『ポケットあわじ』も紙面を通じて人か

ら人へ繋がっていってくれ

ることを願っています。  

 応援隊：瀬戸由美子 
編 集 だ よ り 

 

 

施設等 イベント 日時・会場 料金等 

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 

 

三美会 日本画 洲本展 

※淡路文化会館日本画セミナー受

講生の作品を展示します。              

10/3(土)～5(月)  
10:00~17:00(最終日は
16:00まで) 

会議室１Ａ 

無料 

【問】三美会        

   担当：坂本 

   0799-42-2095 

 洲本市中学校 理科自由 
研究 作品展 

※洲本市内の中学生、夏休み理科

の自由研究の作品展示 

10/9(金)～14(水)  
9:00～21:00(最終日は

17:00まで) 

エントランス 

無料       

【問】洲本市由良中学校 

   担当：中尾 

   0799-27-0122 

 第68回洲本市美術展   

※日本画・洋画（版画）・書・彫
塑・工芸・写真の６部門を対象と

した公募展             

＜作品受付は10/24(土)10:00～

18:30＞ 

10/30(金)～11/3(火・
祝)         
9:00～18:00(最終日は
15:00まで) 

会議室１Ａ・２Ｃ 

無料       

【問】洲本市教育委員会     

   文化・スポーツ課   

   0799-22-7632  

    

洲本市民工房 
〒656-0021 

洲本市塩屋1-1-17  

 TEL 0799-22-3322 

 FAX 0799-22-3322 

第19回戸塚刺しゅう展 

※刺しゅう作品約300～400点の展
示。額・テーブルセンター・傘・

手さげバッグ・小物入れ等 

10/23(金)～27(火) 

9:00～17:00(最終日は
16:00まで)       

入場無料      

【問】洲本市民工房 

   0799-22-3322  

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 

洲本フォトサークル  

第47回写真展          

※会員の１年間の活動の成果を発

表します。 

10/１(木)~25(日)      

9:00～21:00(最終日は
16:00まで) 月曜日休館      
１階アールギャルリー    

観覧無料 

【問】市民交流センター 

     0799-24-4450 

http://www.sumoto- 
ccc.info 

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 

平成27年度 館蔵品展Ⅱ 

 

10/3(土)~12/25(金)

9:00~17:00       

(入館は16:30まで) 

月曜日休館(ただし、
10/12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 

第４回淡路島くにうみ講座         

地名の由来 歴史と文化の淡路島 

  淡路島の地名の由来から島の歴史を紐解き、

島の魅力についてお話いただきます。  

◆講師：武田 信一氏（淡路地方史研究会会長）                                        
◆日時：１０月１７日（土） １４：００～１７：００     
（開場：１３：３０）                         
◆場所：洲本市文化体育館（洲本市塩屋１－１－１７)             
◆定員：１００名 ※事前申込必要。定員になり次第締切。 
 ＜お問い合わせ＞（一財）淡路島くにうみ協会事業課 
   TEL 0799-24-2001 FAX 0799-25-2521 
   Eﾒｰﾙ awajishima@kuniumi.or.jp  


