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 日本の白砂青松１００選・日本の夕陽百選・日本の渚百

選、快水浴場百選の特選に選ばれた慶野松原海岸(南あ

わじ市松帆地区)でヨガを楽しむイベントが開かれています。

私は去る4月30日（日）体験と取材に参加しました。 

 絶好のヨガ日和、午後4時30分頃から子ども連れやご

夫婦らしき人、若いカップルが集まって来ました。外国の

方も3、4人。瓦舞台の芝生にマットを敷き、夕日を眺め

ながら開始までのんびり。開始時には50人程度。この日

は5時前から大阪を中心にインストラクターをしている藪

下麻祐子さんの指導でヨガが始まりました。 

  マットの上で安定した姿勢で座り、身体と心をリラック

スします。深く息を吸い、静かに長く吐く。今日の自分を

見つめる。快い波の音、潮風。どんどんヨガの世界に誘

われます。普段使わない筋肉を伸ばし肩こりや冷え性に

も効果的な循環を良くするポーズなど、インストラクター

の絶妙の声掛けでポーズを決める。ポーズを決めては

深呼吸をし、夕日を眺め、時には笑顔もあって時には弥

生の銅鐸の音に想いを馳せる。ついに太陽は水平線に

沈み、ヨガは終了となりました。 

 自然と一体となり、その中でとらわれない自

分を発見できました。皆さんも参加してみませ

んか。         （応援隊 米田 静子） 

１  開催日  
   7月23日、9月24日、10月22日 
２  時間 日没時間によっ
て変動 （午後3時半から7
時頃にかけて75分） 
３  場所 
慶野松原荘近くの瓦舞台
周辺 
４  参加費 一人500円 
５  持ち物  

            ヨガマット・飲み物 
６ 申込み  TEL0799-43-
5204  (南あわじ市秘書課） 
※関西を中心に活動する
講師が日替わりで指導に
当たります。 
※ヨガ終了後に慶野松原
荘の入浴半額割引券（当
日のみ有効）がサービスさ
れます。 
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応援隊取材記事・ 岩屋渡船・海人 

  旧一文字 
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 ジェノバライン乗り場

のある岩屋ポートから

国道28号線を北へ約

600m徒歩8分のところ

に岩屋渡船乗り場が

あります。現在の船長

さんは中野弘治さんで

す。とても気さくな

船長さんなのでお話

しが弾みます。 

  新一文字   長 浜 ケ ー ソ ン 

  新一文字から見る岩屋港 

 岩屋渡船が渡してくれる釣り場は南側から新一文字

堤防、旧一文字堤防、長浜ケーソンの3ヶ所になります。 

明石海峡に面しているので潮の流れが速いです。7月

は季節もよくサビキ釣りでアジ、イワシ、サバなどが、8月

にはルアー釣りでブリが釣れます。 

 眼前の神戸の町並みや明石

海峡大橋を眺めながら釣り糸

を垂れる。明石海峡の潮に揉

まれた魚を自分で釣ってみま

せんか！？(応援隊：竹代 結) 

  岩屋渡船 

 

岩屋渡船乗場住所 淡路市岩屋1404 

岩屋渡船（営業 毎週金土日祝日 その他応

相談） 

℡ 080-4766-7745 

  ※天候により中止の場合があります。 

  洲本市の由良、エトワール生石

前の波静かな湾内に浮かぶ筏が

海上釣り堀「海人」です。訪れた日

にも30人くらいが釣り糸を垂れて

おり、しばらく見ているとあちらこちら

の竿が大きく曲がり、大きな鯛が釣れ

ていました。海上に浮かべた筏ですの

で海面が近く、足場もよいために大物

でも安全に釣ることができます。イケスの中にはブリ、カン

パチ、ヒラマサ、マダイ、シマアジ、ヒラメ、クエ、イシダイな

ど季節に応じて大物や高級魚を放流しているそうで、どん

な魚が釣れるか、それも楽しみですね。この日も大きなタ

イを10匹以上釣っている人もいました。また小学生とお父

さんが楽しく釣りをしている姿も見られました。 

責任者の新保さんにお伺いすると「初心者の方からベ

テランの方までいろいろなコースを用意していますので、

安全な海上釣り堀で大物釣りを楽しんでください」と話さ

れていました。釣れた魚をすべて持ち帰ることができる

コース、釣れた魚のうち1匹だけ持ち帰ることのできるコー

スなど、いろいろなコースがありますので詳しいことは問

い合わせてくださいとのことでした。当日のスケジュール

は、受付は午前6時30分から始まり、釣り開始は午前7時

30分からで、釣り終了は午後1時です。基本的には釣竿

や仕掛け、エサなどは持参します

が、レンタル竿やエサなどの販売

もしているそうで、初心者の家族連

れやカップルなども楽しめそうです

ね。    （応援隊：田処 壱久） 
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             ・キャンプ（FBI）  Page 3  応援隊取材記事 

所在地：兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2359  

電 話： 0799-34-0900（AM10:00〜PM8:00） 
営業日：４月末～11月初め頃まで 

（休日：４～６月・10～11月は毎週木曜日、7～9月は無休） 

 

  海に囲まれた淡路島の夏のレジャーといえば、なんと

いっても海辺でのキャンプ！ 

 でも、自分でテントを張るのはちょっとね～と思っている

方に朗報です。 

 淡路島の西浦線中央部にある五色町鳥飼船瀬漁港で

2010年にオープンしたキャンプ場“FBI AWAJI（First class 

Backpackers Inn．AWAJI）”は、キャンプ未経験者でも心配

ご無用！ 素朴でありのままの自然を贅沢に味わうことが

できます。一つの湾になった船瀬漁港を見下ろせる場所に

常設のキャビンとスタイリングテントがあり、ウッドデッキが

心地よいカフェ＆バーのビーチハウスもあります。すぐ目

の前には遠浅の海が広がり、広い砂浜は小さなお子様連

れでも安心です。海で泳いだり釣りを楽しむのもよし、最高

のロケーションを眺めるデッキチェアに腰をかけ、波の音

を聞きながらゆったりと時を過ごすのもよし、沈む夕日を眺

めながら至福のひと時を過ごすのは更によし。またBBQや

ビーチハウスでのランチもお勧めです。夜にはバーでお酒

を飲みながら音楽を楽しむこともできます。ここでは、老若

男女を問わずファミリーや友達同士など、利用される方の

幅も広く楽しみ方もまちまちだとか。自分たちだけの秘密

基地で自分流の遊び探しも楽しみの一つです。 

 FBIを経営するスタッフたちは、「素敵な空間を快適に過

ごしてほしい」と願いながら「また来たい！」と思っていただ

けるキャンプ場づくりを目指しているそうです。 

 ちなみに、あなたは“ミスターFBI”を見つけることができ

るでしょうか？ 

                   （応援隊：瀬戸 由美子） 
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 応 援 隊 取 材 記 事 ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー Page ４ 

＜問い合わせ先＞ 

リンクリンク  パラグライダースクールパラグライダースクール  

大 阪 市 淀 川 区 東 三 国 3 - 1 0 - 3 - 4 1 0 

℡ ０９０－２７０９－８８６５（10:00～20:00） 

空を飛んでみたいと思いませんか。地上

では味わえない空中体験をしてみません

か。 

 パラグライダーは、１９７８年フランスのスカ

イダイビング愛好家が山の斜面から浮き上

がる遊びを思いつき、８０年代登山者が下山

の手法として使い、次第に降りるためではな

く、飛ぶことが楽しみとなり、１９８６年に日本

に上陸。 手軽に空を飛べるスポーツとして

世界各地で人気になりました。 

スクールでは機体の仕組み、操縦の仕方などの説明を受けた

あと、まず地上で飛び出すまでの練習と着地の練習をします。 

体・腕の力を抜いて、前を見て全力で走る。翼が頭上に上がっ

たら、次は着地に必要な操作をして翼を下ろす。 

 この操作を覚えたら、次は斜面から飛んでみよう！ 

斜面から飛び出す時に体が少し宙に浮いたら、座りたくなるのを

我慢して走ると飛ぶことができます。 
 

 

 淡路島で、わくわくドキドキのスカイスポーツ、パ

ラグライダーでちょこっと空の散歩を楽しんでみま

せんか？          （応援隊：小原 まちこ） 
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 交流の家って、５年生

の時に自然学校で利用す

るとこやねぇ。学校以外

でも利用できるってびっ

くり。確か、シーツと食

事代だけで宿泊できるっ

て聞いたよ。この頃、レ

ストランもおいしくて人

気だって。少年野球や、

少女バレー、子ども会の

行事などにも利用できる

 若い頃はテントを担い

で山登り。子ども達にも

そんな体験させてやりた

い け ど、テ ン ト も な い

し。「親子ちゃれんじ」

に参加したら、そんな心

配も無用やね。 

 ベテランスタッフがつ

いてて安心。 

 

応援隊：村上紀代美 

 眺望抜群!ご予算

楽 々 ♪ 体 験 メ

ニューが豊富★食

事美味！楽しみな

が ら 学 べ る ね ん

て。地元っ子～青

少年交流の家で遊

ばんかぁ～  

 応援隊：川原雅代 

Page ５ 応援隊取材記事・国立淡路青少年交流の家 

 キャンプファイアー 

 吹上浜で砂の造形 

 カッター研修 

  国立淡路青少年交流の家をご存知ですか？ 

 白砂青松の景観と鳴門海峡越しに徳島県を望

む吹上浜に立地している施設です。 

 学校や青少年団体の宿泊体験と自然体験活動

等の研修プログラムを提供しています。夏は、自然体験の好季節。

子ども会や社会体育等の活動にいかがでしょうか？スポーツ施設だ

けでなく、人気プログラムとして「ウミホタル観察」「天体観測」「キャン

プファイア―」・・・など多数あり、体験とともに学びも深めることができ

ます。 

 更に、団体だけではなく個人や家族で楽しめる企画もあります。教

育的視点を大切にした募集型事業も行っています。９月には親子を

対象にした事業を行います。昨年はあまりの人気で２回に分けるほ

どだった「親子ちゃれんじ」。虫取り網と虫かごを抱えて、広大な敷地

内での昆虫採集をメインに様々な「虫取り体験」をし、夜は子どもたち

にとってはワクワクのテント泊とドキドキのナイトハイク、２日目はシー

カヤック体験と石に絵を描くストーンペインティングと盛りだくさん。子

どもだけでなく大人までもがめいっぱい楽しんだ２日間でした。 

 今年も淡路島を舞台とした楽しいしい内容となるようた

くさんの事業を考案中です！募集はＨＰ等に掲載します

ので乞うご期待！ 国立淡路青少年交流の家 

   山本 哲 （ポケットあわじ愛読者） 

 野 外 炊 飯 

 吹上浜 

 なんと言っても敷地

が広く、景色が素晴ら

しい、利用料金がとっ

ても安い、施設内の体

験メニューが充実して

いて親子で楽しめる。

こんなお得な施設を使

わない手はない。 

 応援隊：坂本 厚子 

 募集型事業 
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Page ６ 
淡路文化会館（トライやる・ウィーク）・淡路消費生活センターお知らせ  

 

 

 ５月１５日(月)～１９日(金)、淡路文化会館で淡路市立一宮中学校２年生の男子生徒４名がトライ
やるを実施しました。主にいざなぎ学園（高齢者大学）の運営補助や体験、見学をしました。午前
（ふるさと学・文芸・栽培・民踊・シニアスポーツ・コーラス・美術・詩吟）午後（民謡・カラオ
ケ・手芸・書道・社交ダンス・彫刻・パソコン）を見学し、高齢者の学生が生き生きとがんばる様子
に感動をしていました。また、高齢者の方との交流や実技体験等を生活創造しんぶん「ポケットあわ
じ」の記事にしました。   

 

 最初に、いざなぎ学園で楽しそうに曲をひいていました。とても、
力強い音が聞こえてきました。どのサークルも、年を忘れさせるよ
うなものでした。グラウンドでやっていたグラウンドゴルフは、99歳の
方がグラウンドゴルフの地域の大会に出ていると聞いてすごくおど
ろきました。僕も一緒にやって、すごく難しかったけど、楽しかっ   
    たです。今のお年寄りの方に負けないようにしたいです。 
       いざなぎ学園で受付をして、学生の 
       みなさんに「頑張ってね」と言われて 
        緊張が、ほぐれました。   

                 中郡 拓海 

 今日のサークル活動は、中学校の部活みたいなものがたくさんあ
りました。特にシニアスポーツはグラウンドゴルフをしていました。僕は初
めてやりましたが、ボールを正面にあてるのがとても難しかったです。
まっすぐ飛んで入ったときには、うれしかったです。          
 また一緒にしてみたいと思いました。たくさんの人と出会って、
楽しく活動しているようすをみて、僕も部活をがんば 
ろうと思いました。  
       初めて文化会館に来て、いろん 
       な仕事をして楽しかったです。 
             高部 紘大 

 民踊では歴史がある踊りを体験させ 
てもらいました。踊りを音楽に合わせてす 
るのがとても難しく頭をつかいました。 
民謡では秋田県の「おこさ節」を歌う 
体験をさせてもらいました。リズムが良く、 
昔の言葉もあって楽しかったです。 
 サークル活動見学をして、みなさんが生き生きと 
していたので、生き生きとするというのが元気の秘訣なんだなと     
     思いました。 
     僕は色々な仕事の体験をして楽しかったです。 
     将来の仕事にも役立てたいです 
        瀬野 翔太 

         ふるさと学では、僕たちの住んでいる 
        淡路の歴史について知ることができま 
        す。自分の住んでいる地域について知    
こ       ることは、良いことだと思います。        
        社交ダンスでは、先生も学生も一緒に    
       なって、リズムよく踊ります。僕たちも一緒 
      になって踊ったけれど、みんな明るくて面白
かったです。踊るのが苦手な方も楽しめます。 
     僕は自分のすることがみんなの役に 
     少しでも立てて、嬉しかったです。     
              吉本 薫 

詩吟に感動しました 民踊 

主な活動内容 
   1．被害未然防止のための見守り活動 
   ２．消費生活に関する情報の収集や提供活動 
    3．相談の対応と相談窓口の紹介 
    4．出前講座や資料配布等の啓発活動 
    などです。各市の推進員は、 
 

 
 
 

  
                                                                です。 
                                                    詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。 

 

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） 

「くらしの安全・安心推進員」をご存じですか？ 

 「くらしの安全・安心推進員」は、安全で
安心なくらしを推進することを目的に、地域
の消費生活のリーダーとして、消費者被害に
遭いやすい高齢者や障害者等への見守りを強
化するため、兵庫県が委嘱した方々です。 

●洲本市    １2名 
●南あわじ市  １0名 
●淡路市    １9名 
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淡路の文化活動・イベント情報 
インフォメーション 

Page ７ 

◆洲本市文化体育館  

      □□□所所所656-0021 洲本市塩屋1-1-17     

      ☎0799-25-3321 □Ｆ0799-25-3325 

  

 

 かな書道の作品展 

□日 7月8日 ○土 ～9日 ○日  10:00～

18:00（最終日は16:00まで） 

□会 会議室１A-2･3 □￥ 無料 □問 潮

香会 担当者：脇田 ☎0799-22-

6805  

 

 

 

「北極光のインスピレーション」

～ロマンティシズムの陰影～ 

□日 7月９日○日  開演14:00  □会 文

化ホール『しばえもん座』 □￥ 指

定A4,000円  指定B3,000円  自

由2,000円 □問 デュオリサイタル

「北極光のインスピレーション」

実行委員会  担当者：中村   

☎0799-22-3264 

 

 

□日 7月16日○日  開演1４:00   

□会 会議室1A-1 □￥ 無料  □問 担当

者：西松 ☎078-671-3853 

 

  
   

  □所〒656-0314 南あわじ市松帆西路1137-1    

  ☎0799-36-2314 □Ｆ0799-36-5408 

 

 

 
□日 ～7月上旬 9:00～17:00 □休 月

曜休館 □￥ 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、入館無料  

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館 

平成２９年度館蔵品展Ⅰ  
黄檗宗祖 隠元禅師一代記 

 

    □□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

☎☎☎0799-72-2000 □□□ＦＦＦ0799-72-2100 

 

 

□日7月23日○日  

□会 芝生広場ほか 

□￥ 入園無料 

□問 淡路市役所 商工観光課 

☎0799-64-0001 
 

 

□日7月８日○土～8月31日○木  

       10:00～17:00 

□会 ビジター棟ほか 

□￥ 料金はイベントにより異なる 

※別途入園料、駐車料金必要 

 

淡路人形座新劇場  
５周年記念公演              

 

 □□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

 ☎0799-52-0260 □Ｆ0799-52-3072 

タイトル「 阿 波 十 」 

       引き裂かれる親子の情愛 

 

 

□日詳しい日程はお問い合わせください。 

□時10:00、11:10、13:30、15:00 

□休毎週水曜日  

①「人形解説」 

  「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」  

□￥ 大人1,500円 中高生1,300円 小

学生1,000円 幼児300円 
 
②「人形解説」「戎舞」 
□￥ 大人1,000円 中高800円 小学生

600円  幼児200円 

 
30名様以上・15日前までに予約必要 

□時 9:00、１6:00 

※上演時間・内容が変わる場合あり 

 

   

 

 皆様のお蔭をもちまして淡路人形

座は8月8日で5周年を迎えます。記

念公演として、だんじり唄でお馴染

みの 玉藻前曦袂三段目をはじめ四

段目、五段目を続けてご覧いただき

ます。 

□日 ７月３０日○日  

□￥ 各部⇒大人1,500円 中高生1,300

円  小学生1,000円 

1部、2部セット料金⇒大人2,500円 

中高生2,000円 小学生1,500円 

※未就学児は入場できません。 

前売り券 絶賛発売中※売切れ次第

終了 

内容 

【第一部】開場10:30 開演11:00 

〇座員による演目解説 

〇玉藻前曦袂 三段目 道春館の段 

【第2部】開場13:00 開演14:00 

〇座員による演目解説 

〇玉藻前曦袂 四段目 神泉苑の段   

      五段目 狐七化けの段 

◆淡路人形座 ７月公演 

落語探検隊 at SUMOTO 

第49回潮香会展 

クラリネット＆ピアノ 
デュオリサイタル 

定時公演  

臨時公演  

◆淡路島国営明石海峡公園 

淡路市夏まつり 

わくわく昆虫フェスタ 

 
    □所〒656-0022洲本市海岸通1-11-1 

    ☎0799-24-2001 □Ｆ0799-25-2521 

 

 

 俳句初心者の方を対象に、俳句

の基礎知識や俳句の歴史、作り方

等を3回に分けて学ぶことができる

講座を開催します。 

□日 第1回 ７月15日○土 ・第2回 7月

22日○土 ・第3回  7月29日○土    

□時 14:00～16:00 □所 淡路文化史料

館(第1回・第3回）洲本市総合福祉

会館（第2回）□講 髙田菲路、正井良

徳、中谷のぶ、三根香南、稲山忠

利 □対 島内在住、在勤、在学の高

校生以上の方 □定 先着40名 □￥ 受

講料500円（全3回分）※事前申し

込みが必要。  

 

 

 

◆対象者：島内で四季折々の花や  

 緑を大切に育てている個人、家 

 族、グループ、団体 

◆応募締切：8月10日○木  

 ※当日消印有効 

◆審査部門 

①家庭・ガーデニング ②学校・学園 

③ 職 域・事 業 所・そ の 他  ④ コ

ミュニティ 

◆応募用紙・問い合わせ 

 淡路島くにうみ協会（HPよりダ  

 ウンロードも可） 

◆淡路島くにうみ協会 

俳句入門講座   

第32回「あわじ花と緑
のコンクール」作品募集             

淡路人形座新劇場 
５周年記念公演              

臨時公演  
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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、月に

3,400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250カ所に無料配布しています。今後ともご愛読よろしくお願いしま

す。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。淡路文

化会館のホームページにも掲載していますので、是非ご覧ください。 

(発行) 淡路生活創造応援隊  淡路文化会館・淡路文化会館運営協議会 

□〒 656-1521淡路市多賀600  ☎ 0799-85-1391 □F  0799-85-0400   

E-mail：a-pocket@hyogo-ikigai.jp    

http://www.eonet.ne.jp/～awajiｰcｃ/ 

 淡路島の南のはしにある青少年交流の

家、老いも若きもここで宿泊すると気持ち

が青年になりますね。5年前の夏休みに青少年交流の家主催の

淡路島一周イベントがあり、小5の娘が参加しました。スタッ

フも一緒に歩いてくれて安心でしたが、毎日親はハラハラド

キドキでした。閉校式で知人スタッフが男泣きした時は、私

ももらい泣きしました。5年前のことですが、感動をありがと

うございました。        （応援隊：田村ひろ子） 

インフォメーション 

 

   □所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

   ☎0799-24-4450 □Ｆ0799-24-4452 

 

  

 色々な種類の花を水彩絵の具で

にじみの魅力を活かして描き楽し

んでいます。 

□日 7月2日○日 ～29日○土   

□時 9:00～21:00 □休 月曜休館  

□会 アールギャルリー □￥ 観覧無料 

 

◆洲本市民交流センター 

花の絵ファンタジック水彩画

 

                □所 〒656-1521 淡路市多賀600 

☎0799-85-1391 □F 0799-85-0400 

□時 9:00～17:00 

□￥ 入場無料 

  

 

  

  平成27年度・28年度に開催さ

れた、淡路島民俗芸能フェスティ

バルの写真展です。DVD放映もし

ています。 

□日 ６月20日○火 ～7月6日○木   

□会 県民ギャラリー  

 
 二紀展に淡路から出品している

4人の展覧会です。 

□日 7月8日○土 13:00～29日○土 16:00 

□会 展示室・県民ギャラリー 

◆淡路文化会館 

二紀作家  4 人展  

 

  お かげ さま で 創立 8 0 周 年  

 

       □所〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎0799-74-0250 □F 0799-74-0256 
 

 

〇 サンシャイン太鼓教室 

□日 7月18日○火 ･25日○火  □時 ジュニア

クラス17:30～18:30 フリーク

ラス19:00～20:30 □￥ ジュニア

800円/回 フリー1,000円/回 

※体験無料、初回のみバチレンタ

ル有 

〇 ボーカルクラス 

□日 詳しい日程はお問い合わせくだ

さい。□時 19:30～20:30 □￥ 1,350

円（初回体験無料）□場 サンシャイ

ンホール練習室  

◆淡路市立サンシャインホール 

カルチャースクール  

淡路島民俗芸能 
フェスティバル写真展             

編集だより 

 

 

 
□日 2017年5月31日(水)～7月30日(日) 

□所 ウェスティン淡路 回廊ギャラリー 

 〒656-2306淡路市夢舞台2番地  

  TEL0799-74-1111 

平田雅路写真展 in  WESTIN HOTEL 
 －View of  nature  by  Photography－ 

       

 

    □□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台4    

            ☎☎☎0799-74-1200 □□□ＦＦＦ0799-74-1201 

１０:００～１８：００ (最終入館１７：３０） 

 

 

 

 

□日 ６月３日○土 ～７月９日○日   

□￥ 大 人600円 ､70歳 以 上(要 証 明)

300円 ※高校生以下無料 

 

 

 

 

□日 6月10日○土 ～9月15日○金   

□￥ 大人６00円､70歳以上(要証明）

300円※高校生以下無料 

 

 

 
□日 ７月1５日○土 ～9月18日○月 ○祝   

□￥ 大人６00円､70歳以上(要証明）

300円※高校生以下無料 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

ウォーターガーデンショー 
２０１７ 

一面白き、珍しき水と光の庭 

食虫植物展 
巨大食虫植物と極小食虫植物 

日・タイ修好130年 
トロピカルガーデンショー２０１７  

微笑の国からのメッセージ 

グループ交流会開催グループ交流会開催グループ交流会開催   

日時 7月8日(土） 

   12:50～16:30 

場所 淡路文化会館 講堂 

皆さん見に来てください！皆さん見に来てください！  

詳しくは淡路文化会館へ！ 

国登録有形文化財 春陽荘 
□日 7月の○土 ○日  12:30～16:00 
・庭園及び常住殿の見学無料 

・甘味処「小梅」営業 
 

(http://ｗww.shunyoso.jp/）を
参照または「文化財 春陽荘」を検索 
□問 洲本市宇山2丁目５－４ 

 075-204-8965(平日京都受付)  

     0799-20-1729(ｲﾍ゙ ﾝﾄ開催時） 


