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 「いらっしゃ～い」と出迎えてくれたのは、代表を務める

平本ふみ子さん。なんと８２歳というご高齢にもかかわら

ず、朝市に来られるお客さん達に新鮮な味を楽しんでも

らおうと、今も現役で野菜や果物作りを頑張っています。 

 “五色さわやか市”がスタートしたのは平成１０年頃。当

時はまだ淡路でも朝市は珍しく、行政（当時五色町役場）

の後押しや協力などを得ながら五色町都志地区と鮎原

地区を週替わりで開いていました。出店数も多い時には

１０数件あり随分賑わっていたそうです。ただ、今では洲

本市内でも朝市があちこちで開かれるようになったり、高

齢化等で出店者がだんだん減ってしまい３店だけになっ

てしまったのだとか。朝市に並ぶ農産物は殆どが旬の野

菜や果物ですが、お客さんには仏花のびしょぎやしきび、

季節の花などが人気ですぐに売れてしまうそうです。又、

出店者のご主人（漁師さん）が捕ってきた旬の魚も見逃

せません。この日も、白いトロ箱に捕れたばかりのハリイ

カ・ホウボウ・メイタガレイ・アカシタが並んでいました。そ

の場で捌いてくれるし、調理の仕方なども教えてくれたり

でお得感一杯です。そして、朝市に来られた方は口をそ

ろえて言います。「安いで～」「新鮮でおいしいで～」「食

べ方も教えてくれんで～」と。 

 “五色さわやか市”は毎週日曜日の出店以外にも、近く

の高田屋嘉兵衛公園で開催される青空市や市主催の共

進会にも出店したり、代表の平本さんは神戸元町の水曜

市にも出店しています。これからもお客さんとの会話や笑

顔を楽しみながら朝市を続けてい

きたいと抱負を語ってくれました。

皆さんも五色さわやか市で“あわじ

のうまいもん”見つけにいきません

かぁ～。  （応援隊：瀬戸 由美子） 
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  毎週日曜日の朝８時から１０時まで先山の麓、洲本

市下内膳のローソン下内膳店前で「内膳青空市」が

開設されています。この青空市は平成１９年１２月に

開設され今年で８年になります。 

   その青空市の日曜日、開店１０分くらい前に現地へ

行くと、すでに１００人くらいの買物客が開店時間を

待っていました。売り場の台の上には新鮮な野菜類

がいっぱい並んでいます。開店時間になるとさらに人

が増え、買い物に来た人たちが目的の野菜を求めて

大賑わい。見ている間に野菜がどんどん売れていき、

会計には長い列ができていました。その野菜のほと

んどが１００円で売られ、お米やお餅、梅干しなどの

加工品なども売られています。開店から３０分くらいが

過ぎると野菜のほとんどが売れてしまいました。この

ような状況からも内膳青空市の人気のよさがよくわか

ります。 

   代表者の牛田忠信さんにお聞きすると「青空市は、

地元の内膳地区１１人の会員で運営しています。野

菜など青空市で販売しているもののほとんどは、会員

が自ら育てたり加工したりしたものばかりなので、安く

て新鮮なものを提供できています。毎回２００人くらい

のお客さんが来てくれ、喜んで買ってくれることが嬉し

いですね。これからも来ていただけるお客さんに安く

て新鮮なものを提供できるよう、会員みんなで頑張り

ます。」と話されていました。私も新鮮なダイコンやホ

ウレンソウなどの野菜を買わせていただきました。 

  「年末には鏡餅や小餅、しめ縄などのお正月用品

の予約販売をさせていただきますので、ぜひご利用し

ていただきますようお願いいたします。」とのことでし

た。新鮮な野菜とともに手作りのお餅もいかがでしょう

か。                   （応援隊：田処 壱久） 

◆問合せは代表者の牛田忠信さん 電話0799-22-6657 
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  また、３年前から大阪市のポップコーンを製

造販売する会社の社員も石田に来て、トウモロ

コシの種まき、草引き、収穫などを体験し、輸入

コーンと自分たちで育てたコーンの粒の大きさ

や味の違いに気づき、自分たちの育てたコーン

のおいしさに満足！そして、「ポップコーンの材

料を作るのがこんなに重労働とは思わなかっ

た」と食べ物の大切さを実感されたようです。 

 まさに倶楽部の一番大切にしている『出会い、

つながり、広げあい』の輪をこれからも広げよう

と５人の人たちは目をキラキラ輝かせながら熱

く語ってくれました。今後は６次産業化にも挑戦

しようと着々と準備を進め、発車オーライの

ゴーサインを待つだけとなっています。それに

は奥様方の内助の功が発揮されることでしょ

う。きっと、おいしい製品が店頭に並ぶのにそう

時間はかからないと思います。皆さんも楽農倶

楽部の直売所へお立ち寄りください。時々、

ポップコーンやお米など、その時季に合ったふ

るまいもありますよ！  （応援隊：廣岡ひろ子） 

淡路市富島から県道北淡東浦線をあがって

いくと、カカシ２体が出迎えてくれます。石田地区

で“楽しむ農業を目指す”「楽農倶楽部」の直売

所です。毎週土曜日、午前９時から１２時まで開

設し、コンテナハウスの前に採りたての野菜や

果物、そしてお米などが並んでいます。減農薬

野菜で、葉っぱ類は虫が先に味見して「ＯＫ」を

出した穴の開いているものもあり、消費者にとっ

て安全で安心できるおいしい野菜をモットーに販

売しています。 

 石田地区は３０haの耕作地があり、その多くが棚田状の田んぼ

で、田植えや稲刈りのシーズンになると夕陽が播磨灘に沈む美し

い風景が眼下に迫り、カメラマンのシャッター音が響きわたりま

す。棚田の５ha以上が放棄田になっているという現実から「集落

の農地は自分たちで守る」を合言葉に平成２４年６月、５０～６０

代の５人で結成しました。 

 棚田は大きな農機具が入らず、効率的な栽培は難しいけれど、

日当たりがよくミネラルの多い湧水で栽培するため、野菜は「絶

対おいしい」と胸を張っておっしゃいます。最初は男性ばかりのお

店で、お客様への対応の仕方も無作法だったのですが、最近は

奥様方も参加するようになり、にこやかに「いらっしゃいませ」と声

かけをするとまわりもパッと明るくなり、お客様とのコミュニケー

ションもバッチリとれるようになったそうです。 

開催場所：淡路市石田 

開催日時：毎週土曜 朝９時～１２時 

連絡先：代表 林 文明さん０９０-３６５７-８５９１ 

         TEL＆ＦＡＸ  ０７９９－８２－１５３６ 
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           Page 4 応援隊取材記事・魚彩館・尾崎の雑魚市    

淡路島の最西端、太平洋と瀬戸内海の潮がぶ

つかりあう、そんな場所に魚彩館はあります。南

あわじ漁業組合直営の施設で、館内にはすぐ近く

の丸山漁港であがった活きのよい新鮮な魚介類

がならびます。旬の素材にこだわり普段は養殖の

ものはおいていないそうです。 

店内にある大きないけすの中には、タイやカワ

ハギなどこれからおいしくなる魚が元気に泳いで

いました。「相手が海やから、いつもようけあると

はかぎらへん。今の時期はワカメの植え付け準

備で漁にでる船が少ないけど、もう少ししたら、旬

のタコや、サザエもあがってくる」と職員の三宅さ

ん。季節によって並ぶ魚はいろいろですが、タイ

にヒラメに、タチウオ、ガシラ、キスにサワラ、スズ

キにカワハギ、タコやアナゴなどが買い得価格で

手に入ります。 

 行く前に電話で確かめていくというのがいいか

もしれません。近くには大鳴門橋を望む海の展望

広場もあって、ちょっと立ち寄るのにはおすすめ

のスポットです。   （応援隊：濱田 泰美・岡 八代井） 

 

１１月６日（金）、一宮町漁協尾崎支所荷さばき所での

「尾崎の雑魚市」に行きました。 

  漁を終えた漁船が次々と港に帰ってきます。荷揚げ作

業が進み、出荷用と市用にどんどん仕分けがされます。

市用の規格外の小魚は、プラケースに入れて、ほぼワン

コインの値札が付けられます。その日は、ハリイカ、アカ

シタ、ボウゼ、キス、メイタガレイなどがたくさん並びまし

た。お客さんは４０～５０人ほどで、何時間も前から並ん

でいる人や地元外からもたくさん来ていました。時には、

観光客が混じることもあるそうです。１５時に始まった市

は、なんと１０分で一気に完売したのには驚きました。 

 漁協の上田弘文さん、山中盛吉さんにお話を伺いまし

た。この市は、１０年ぐらい前から行われていて、尾崎地

区に魚屋さんがないということから始まったとのこと。安く

て、新鮮な魚を手に入れることができるので、評判が

上々です。魚を買いに集まった人たち同士でいろいろな

話に花が咲き、コミュニティづくりにも一役買っています。

夏場は並ぶ種類や量も多いのですが、冬場は少なく、量

を安定化することが課題とのことです。また、状況をみな

がら野菜や水産加工品などの販売もコラボで考えていき

たいとも言われていました。 

小さな市ですが、ピンポイントで値打ち物をお求めの

方々には是非ともお勧めしたい「雑魚市」です。 

                         （会館：中田） 
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淡 路 フィ ルハ ーモニ ー 管弦 楽団 

洲本図書館まつり出演 

当団は今年で創設22年目を迎え、子ど

もから大人までの幅広い年齢層で構成さ

れています。バイオリンを弾ける人たちを

増やすことと、市民の皆さまに無料で生の

オーケストラ演奏を聴いていただくことを大

きな柱としています。具体的な活動として

は、プロのバイオリニストの先生に指導して

もらう月に3回の練習と、年に１度の定期演

奏会そして地域団体等が主催する音楽祭

への出演です。今年は、8月に洲本市市民

交流センターで開催されたウェルカムコン

サートに、団員が9つのグループを作り全

員が出演しました。また、同じ8月にジュニ

ア部が広田ふれあいコンサートに出演。9

月はシニア部が洲本市文化協会の音楽祭

に出演。10月にはジュニア部が朝来市ジュ

ピターホールで開催された兵庫県交響楽

祭に初めて海を越えて出演しました。また、

同じ10月に洲本図書館市民まつりにジュニ

ア部が出演。特に、今年はこれまで以上に

積極的な活動を展開しています。2月21日

(日)には第22回目の定期演奏会を洲本市

文化体育館で開催予定。ＴＶで人気になっ

たあの｢のだめカンタービレ｣によく出てきた

ベートーベンの交響曲第7番、団員がソロ

をするビバルディのピッコロ協奏曲他のプ

ログラムです。入場無料です。皆さんのご

来場をお待ちしています。  （文責：野﨑） 

朝来市での出演後ホッと

し て 笑 顔 で の 記 念 写 真 

開催場所：南あわじ市福良甲１５３０－２ 

１２月の開催日時：１２月２０日朝10時～12時 

問 い 合 わ せ ：  ０ ７ ９ ９ - ５ ２ - １ ２ ４ ４ 

福良マルシェの営業時間：１０時～１８時 

 

 

 うずしおドームなないろ館手前の交差点に、カフェと見間違えるような可愛い佇まいの

“福良マルシェ”があります。“淡路島の美味しいものだけをアナタに。”をモットーに地元

のものだけしか扱わないというコンセプトのもと、農産物、海鮮物、加工品など、全ての

商品は「安心・安全」にこだわっています。新鮮な魚のおいしさを観光客のみならず地元

の人にもっと知ってもらいたいと思っています。 

   １１月１５日にはマルシェの朝市が行われ、大勢の地

元の人や観光客で賑わっていました。おすすめ商品は

その時期のおいしい魚が入荷してくるので、朝市に来て

からのお楽しみです。この日はキス・タイ・ハモ・タチウ

オ・フグなどの鮮魚やアジの干物・サワラの味噌漬けな

ど、また、タマネギをはじめハクサイ・キャベツ・ミズナな

ど季節の野菜が数多く並べられていました。開始時間前

から大勢の人がお目当ての商品を買おうと待ち構えて

いて、大変な賑わいになっていました。「フグあるで」「高

いんちゃうん」「安いで」とお客さん同士も盛りあがってい

ました。 

 店内では季節のお刺身や海産物や南あわじで採れた

新鮮な野菜・果物を常時販

売しています。この時期です

とお鍋の材料がほぼ揃います。もちろんお値段はもかな

りお安いです。店内にはカフェテリアもあり海鮮丼や淡

路島ピザやフグの唐揚なども食べることができます。ぜ

ひ一度足を運んでみてください。 

   朝市は、夏場は気温の問題もあり行なっていません。

鮮度のよい物を持って帰っていただけるよう、１１月～３・

４月までの期間限定で、毎月第３日曜日に行われます。

商品がなくなり次第終了となりますのでお早めに。   

※１２月の朝市は１２月２０日(日)※      

                     （応援隊：竹谷 香代） 
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Page ６ 淡路文化会館・淡路消費者生活ｾﾝﾀｰ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ淡路島からのお知らせ  

★淡路文化会館からのお知らせ(いざなぎ学園入学のご案内・淡路人形浄瑠璃明石公演) 

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 

   

 

 

 

日本でため池が一番多いといわれる淡路市で谷田池（長
沢）田主のご協力を得て、｢かいぼり｣の現場をお借りし、
その現状・意義や必要性について学習しました。昔は海が
汚れるとのことで、長沢でも｢かいぼり｣を何年もしていな
かったそうです。                   

10年ほど前、長く途絶えていた「かいぼり」が実施さ
れ、リンや窒素などを多く含む腐葉土が海に流れ出たこと
で、栄養分が入り、養殖ノリの色付きが良くなったと報告
され、「かいぼり」が見直されたそうです。 

シンポジウムには京都大学院生２６名も参加。バングラ
デシュから来た留学生は「母国では、ため池は枝や葉っぱ
が落ちて栄養があるので、エビを養殖。農業と水産を両立
させている」という話もありました。              

ため池の維持管理についても話し合い、漁業者と農業者
の協働、行政の支援や民間基金の活用、イベントの開催等
で理解を得るなど、多くの立場で前向きな意見が出まし
た。「かいぼり」について学ぶことができ、「ため池」を
見る目が変わりました。                       

【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 

 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２８年１月１３日(水)より 

＜オープンキャンパス＞ 
○会場：淡路市地域総合センター(ふるさとセンター) 

○日時：１月13日（水）,１月20日（水）, ２月３日（水） 
        いずれも ９：３０～１５：００(受付９：００) 

○内容：１/13 教養講座「ウォーキングをしていれば   
                                   健康増進できますか？」 
                     サークル活動Ａ 
      １/20  教養講座「元気に歌おう！」 
                     サークル活動Ｂ  
            ２/３  実技実習講座「ペットボトル風車」       
          「線香づくり」「やさしい太極拳の動き」       
            サークル活動Ｂ  
 ※午前に講座見学、午後にサークル活動見学 

兵庫県淡路消費生活センターからのアドバイス 

 

 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情

報を聞き出し、それを悪用し金銭をだまし取る等のト

ラブルが全国で発生しています。 

【トラブルにあわないための注意事項】 

●マイナンバーの通知や手続き等で国や自治体が家族

構成、資産、年金等の状況を聞くことはありません。                       

●不審な電話には対応せず、来訪があった場合もきっ

ぱりと断るようにしてください。         

●何か不安に思うことがあれば、家族や警察、最寄り

の消費生活センターに相談するようにしましょう。   

 ※なお、マイナンバー制度の問い合わせは、マイ             
ナンバー総合フリーダイヤル（０１２０－９５ 
－０１７８）で受け付けています。 

 

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 

「かいぼり」から見る里と海のつながり 

In 長沢（淡路市）を終えて 
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施設等 
 

 

イベント 
 

日時・会場他 
 

料金・問合せ先他 

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 

季節のクラフトあそび
「クリスマスリース」 

12/5(土)～23(水・祝)の土
日祝日         
10:00～16:00 

ビジター棟 

クリスマスリース300円     
※前回体験分のリースを持参の場
合、飾り付け料のみ20０円    
※別途入園料・駐車料金が必要 

【問】明石海峡公園管理センター 

   0799-72-2000 

兵庫県立 
淡路夢舞台温室 
｢奇跡の星の植物館｣ 

光と花のページェント
～クリスマスフラワー
ショー2015～ 

～1/17(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 
 

奇跡の星の植物館コケ
玉のお正月飾り教室  
★しめ縄飾り教室もあります★ 

12/19(土)～23(水・祝)   
11:00～､14:00～  

※予約優先 

 

材料費：別途要         
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 

10:00～18:00(最終入館
17:30)        
★12/5～13の土、日及び
12/19～25は夜21:00まで
開館★ 

クリスマス音楽イベント
～オペラ、ゴスペル、アン
サンブル、ミラクルメイツ
のミュージカルなど～ 

12/19(土)～20(日)、23
(水・祝)       
11:00～､15:00～､19:00～  

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 
 

洲本市民工房 
〒656-0021    
洲本市塩屋1-1-17  

 TEL 0799-22-3322 

 FAX 0799-22-3322 

＊手編みでほっこり＊
グラニースクエア編み
物ワークショップ   
※“ＮＨＫすてきにハンドメイ
ド”にご出演の岩切エミさんを講
師にお迎えし、「グラニースク
エア編み物ワークショップ」を
開催いたします！！ 

12/19(土)二部制①10:00～
12:30、②14:00～16:30   

洲本市民工房３階      
定員：各15名        
持参：(お持ちの方は)毛糸、 
かぎ針6/0号 

参加費:2,000円      

【問・予約】洲本市民工房 

   0799-22-3322 

 koubou-ss@hi.awaji-bb.jp  

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 

27th  Ｘ‘mas  Eve２  

Fun２  Concert 

３市社協 歳末たすけあい運動 
支援チャリティー 柳学園中高
ジャズコンサート 

12/23(水・祝)         
開場13:30 開演14:00    

文化ホール『しばえもん座』 
※美術展、お茶席同時開催 

入場無料 

【問】柳学園高等学校      
   0799-22-2552               
         柳学園中学校                
         0799-22-2551 

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 

市民交流センター  
文化祭 

作品展:12/4(金)~6(日)   
クリスマスお茶会:12/5(土) 
１日体験教室:12/5(土)、6(日)          
サークル発表会:12/6(日) 

一部有料 

【問】市民交流センター 

     0799-24-4450 

 

 くらしの講習会   
お正月用の寄せ植え 

12/19(土) 13:00～    
※要予約 お申込み締切は
12/5(土)です。 

受講料:600円        
材料費:1,800円程度 

【問】市民交流センター 

     0799-24-4450 

淡路人形座 

「１２月公演」 

『戎舞』 

『火の見櫓』 
〒656-0501     
南あわじ市福良甲1528
-1地先  

 TEL 0799-52-0260 

 FAX 0799-52-3072 

  

 

12/1(火)､3(木)､15(火) 大人1,000円 中高生800円 小学生600円 幼児200円  10:00､11:00 
13:00､14:00､15:00  ｢人形解説｣・｢戎舞｣  

12/5(土)～14(月)､17(木)～22(火) 大人1,500円 中高生1,300円 小学生1,000円 幼児300円 
10:00､11:00､13:00､14:00､15:00 ｢戎舞｣・「人形解説」・｢伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段｣  

※6(日)は淡路島名誉大使 桂文枝、淡路人形座公演のため人形芝居はありません。         
※19(土)は淡路人形座復活公演準備のため13:00､14:00は休演します。               
※22(火)は出張公演のため午後は休館します。※上演内容は予告なく変更になる場合があります。 

【今月のトピックス】                                    
12/6(日) 大鳴門橋開通30周年記念・南あわじ市制10周年記念 淡路島名誉大使 桂文枝､淡路人形座 
公演 開場13:30 開演14:00 全席指定 前売り4,000円 当日4,500円(11/4より発売中)     
チケット販売は淡路島観光協会(南あわじ観光案内所:52-2336 洲本観光案内所:25-5820 岩屋観光
案内所:72-3420) ※淡路人形座ではチケットの販売は行っていません。                                      
○桂文枝による創作落語「ゴルフ夜明け前」淡路人形座と夢の共演 主催：淡路島名誉大使桂文枝さん
による淡路人形座公演実行委員会 

12/19(土) 淡路人形座・淡路の人形芝居復活公演 開場14:30 開演15:00 大人1,500円 中高生
1,300円 小学生1,000円(未就学児入場不可)                          
○久堀裕朗氏(大阪市立大学准教授)による｢人形浄瑠璃における道成寺物の上演史｣          
○復活公演｢日高川嫉妬鱗 天田堤より渡し場の段・道成寺の段｣ 

【休館日】12/2(水)、4(金)、9(水)、16(水)、22(火)午後、23(水)、24(木)～31(木)       
※4(金)の終日と22(火)の午後は臨時休館します。                       
※24(木)～31(木)は年末休館します。  
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 「ポケットあわじ」は、応援隊の手により取材や編集がされ、毎月3,000部

発行しています。そして、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、カラー版を

掲載していますので、是非ご覧ください。また、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ー 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 

  先日、南あわじ市の小学校３年生

の社会の授業を参観。町探検で行っ

たスーパーマーケットで売られてい

るものを思い出し、それらは自分た

ちの町のどのあたりで作ったり採っ

たりしたものか、発表しまとめてい

きました。見てきた品物を思いつくままに発表していく

うちに、ほとんどが地元で採れているものだということ

が分かりました。米も野菜も魚も果物も・・。さすが御

食国淡路島。もぎたて、採れたて、旬の味覚を朝市・青

空市で召し上がれ！（応援隊：村上紀代美） 

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 

 

平成27年度第5回淡路島
くにうみ講座 

講演会「１００歳まで元気！-
世界に学ぶ健康長寿食ｰ」   

講師：武庫川女子大学国際健康
開発研究所所長 家森幸男氏              

12/5(土)       
受付13:30 開演14:00  
終演15:30      
会議室2C        
※要申込(締切12/4) 

無料       

【問】淡路島くにうみ協会      

   0799-24-2001 

 書友展 第34回洲本展        

※学生と一般作品の書道の展示会 

12/19(土)～20(日)  
10:00～18:00(最終日は
16:00まで)         
会議室1A 

無料       

【問】淡路書道連盟事務局 

   担当：金津 

   090-9059-2633 

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       

 

※１月は「人・花フォトコ
ンテスト」の入賞作品と合
同展示をします。 

12/9(水)～12/25(金)   
洲本市市民交流センター  
アールギャルリー   

‘16/1/7(木)～1/31(日) 
洲本市文化体育館   
１Ｆエントランス 

 

鑑賞無料 

【問】淡路島くにうみ協会    

   0799-24-2001 

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 

 

 

 

 

 

~12/25(金) 
9:00~17:00       
(入館は16:30まで) 

月曜日休館 

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 

      0799-36-2314 

 -放送大学４月入学生募集！- 資料：無料 

○放送大学では、平成28年度第1学期（4月入学）の学生を募集しています。 
 放送大学は、テレビ等の放送やインターネットを利用して授業を行う通信制の
大学です。働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な
目的で、幅広い世代の方が学んでいます。 
 心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、幅広い分野を学べます。 
 

 

◆募集学生の種類 
＜教養学部＞①科目履修生（６ヶ月以上在学し、希望する科目を履修） ②選科履修生（１年間  
       在学し、希望する科目を履修） ③全科履修生（４年以上在学し、卒業を目指す） 
＜大 学 院＞①修士科目生（６ヶ月以上在学し、希望する科目を履修） ②修士選科生（１年間 
            在学し、希望する科目を履修）                            
◆出願期間 (第1回）平成27年12月1日～平成28年2月29日 (第2回）3月1日～3月20日 
◆問合せ先  放送大学兵庫学習センター 〒657-8501 神戸市灘区六甲台2-1 ℡ 078-805-0052        
             放送大学姫路サテライトスペース 〒670-0012 姫路市本町68-290 ℡ 079-284-5788 
       放送大学ホームページ http://www.ouj.ac.jp   


