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発行日 201７ 年8月 1 日 

－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

月
刊 

 淡路市楠本にある「冒険の森」は、一度足を運ぶと

次々と挑戦したくなる事ばかりで、時

間の過ぎるのも忘れ、なかなか帰りた

くなくなります。この自然いっぱいの森

の入口には「こみじい」の手づくりの板

に歓迎の言葉が書いてあります。 

  「自分の責任で自由に遊ぶ」 

 ここは皆さんが「やりたい」ことをでき

るように「禁止」を少なくした自然が

いっぱいで子どもも大人も自分らしくいられる遊び場で

す。木や竹ロープで作った遊具や古い家があります。ど

んぐりや貝などで工作したり、土や水の遊びもできます。 

 自由な遊びには危険がひそんでいます。事故は自分

の責任という考えで、油断せず、ふざけず、協力しあっ

て安全に遊びましょう。 

 自分の責任で自由に遊んで、できなかったことを試し

て自信をふやして楽しい遊び場をつくりましょう。 

                    （応援隊：廣岡 ひろ子）        

Ｐ1 冒険の森 Ｐ2 ため池探検 Ｐ3 瓦割り体験  P4  海ほたる・子どもの日１ Ｐ5 柏原山登山・子どもの日２ 

Ｐ６  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    Ｐ７.８  淡路の文化活動・イベント情報 
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 素晴らしい歓迎の言葉とともに、自分がやりたい

ことを見つけて大人も子どもも自然の中でおいしい

空気をいっぱい吸って、お腹から大声が出せる楽し

い遊びをみつけましょう。 

小南 広之
こみなみ ひろゆき

(こみじい） 
淡 路 市 楠 本 9 9 9  
T E L  0 7 9 9 - 7 4 - 5 8 7 9 
    0 9 0 - 4 4 9 6 - 8 0 6 6 
オープン 第２・第４日曜日・子どもの日 

 
自然の中で楽しい遊びを見つけよう 
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応援隊取材記事・ため池探検 Page 2  

 『ほりぬいて 黄金の水引く 前田池』 

            ～「五色いろはがるた」より～  

 「月夜に日焼け」するほどすぐ水が枯れる池

に、トンネルを掘り他地域から水を引いてくること

に成功して、干ばつの被害を受けなくなった・・。 

皿池 (洲本市） 

  ６月の田植えから２ヶ月、青々とイネが育っていま

す。この米作りや野菜作りに欠かせないのが「水」。雨

の少ない淡路島では、水を貯めておくために昔からため

池がたくさん造られてきました。兵庫県にある約３万８千

カ所のうち、淡路島にはその６割にあたる約２万３千カ

所があり、ため池の密度では日本一です。 

            ＜島内３市のため池数＞ 

 
          （「淡路ため池ものがたり」より） 

 淡路島は、ため池ミュージアム。まず、地理的にみる

と、谷筋をせき止めた「谷池」、川をせき止めた「川池」、

平地部に土を盛って造った「皿池」、大規模な「農業用ダ

ム」、そして、いくつかのため池が連なった「重ね池（親

子池）」などがあります。機能的にみると、水を貯めてお

く本来の「貯水」に加えて、最近は台風シーズンの前に

一定量の水を抜いて雨水を貯め込み洪水被害を軽減

する「治水」が重視されています。そして、ため池改修も

進められています。また、渡り鳥がたくさんやってくる

池、ゴルフ練習場として利用されている池、遊歩道が整

備されて公園化が進んでいる池、魚釣りが楽しめる池

（釣り禁止の池もあります）、さらに池面にフロートソー

ラーパネルを浮かべて太陽光発電を行っている池など、

特徴ある池も多く見かけます。淡路島の景観や多様な

生き物の暮らしに大きな役割を果たしている「ため池」に

注目してみましょう。   

淡路市  １３，３０１カ所 

洲本市   ７，０１３カ所 

南あわじ市   ２，４８３カ所 

 

◇引用・参考文献  

 ・五色いろはがるた（S62 津名郡五色町） 

 ・淡路ため池ものがたり 

 （H27 淡路県民局洲本土地改良事務所） 

※ため池についてのお問い合わせ先 

 兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務所 

 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5  

              TEL 0799-26-2118 

 最近の話題は、何といっても「かいぼり」。「かいぼり」

は、地域により「樋抜き」、「池ざらえ」、「池干し」や「泥流

し」などと呼ばれています。晩秋から早春にかけての農

閑期に、ため池の樋を抜いて水を流し、底にたまった栄

養分を含んだ泥が海に届くと海の栄養分が増え、海が

豊かになるというもの・・。「かいぼり」を『淡路ため池・里

海交流保全活動』として行う池が増えてきました。 

 この夏、いろいろなため池を探検し、ため池を身近に

感じてみませんか。きっと再発見があると思います。 

 なお、ため池には一人で行かないこと、子ども達だけで

行かないことなどの安全に留意するとともに、池を管理

している人や利用している人に迷惑をかけないようにマ

ナーをしっかりと守ってくださいね。 

                     （応援隊：中田 浩嗣） 

写真提供/洲本土地改良事務所 

 ソーラーパネルを浮かべた池 (洲本市） 

 改修をした池 
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 大きな瓦工場の２階にある道場の入り口をおしやぶって乱入。ド

アを破った瞬間に目に入るのは、「瓦わり体験道場」の横一文字
よ こ い ち も ん じ

の額。胴着と帯を選んで準備完了。社長、いや師匠から、瓦割り

の挑み方を伝授してもらいます。我が家のちびっ子は小学生や女

性向けの瓦・５枚割りに挑戦。気持ちを引き締め、気合いを高め

るために拳を固めお腹に力を入れて「押忍」の練習。さあ、緊張も高まりい

ざ挑戦というときに、２年生のARAちゃんからの「なんで割るの？」という素

朴な質問。「勇気を出して拳を振り上げて思いきって割ってごらん。力試し

だよ。何枚割れるか挑戦だよ。」という師匠からのアドバイス。そういえば、

いままで割ってほめられた経験なんか０だもんね。まして小学生はストレス

はなさそうです。 

 ５枚の瓦を前に緊張が高まります。

それを見守る我らもドキドキ。道場が

一瞬静かになったその次に「ガッシャァ

ン」と乾いた心地よい音。同時にドスン

と響くブロックの倒れる音。そして「おぉ

～」とあがる歓声。小さな２年生が自

信にあふれた笑顔を見せた瞬間でし

た。続いてMAOちゃん。弟に負けじと

プレッシャーに押されながらも大きな

かけ声と共に一発で５枚割り達成。見

事「男 勝 り の 認 定 証」を ゲ ッ ト。ARA

ちゃんは「男の認定証」でした。 

 瓦屋に生まれたその瞬間から瓦に囲まれて育った4代目。瓦を

製造する一方で空手家のように瓦をかっこよく割りたいという相反

する夢を持ち、その夢を実現させた男。谷池永充（41才）そんな男

の作った道場に「頼もう～」と道場破りをしたのは、ポケット応援隊

ファミリー。小２のARAちゃんと小５のMAOちゃんの体験レポートを

お届けします。 

 空手家のように瓦を割ってみたいという思いから試行錯誤を重ねて誰

でも挑戦できる瓦割りの瓦が完成。６年前に道場まで作ってしまいまし

た。下は３才から上は９２才のご高齢の挑戦者まで。みんな達成感を味

わって帰っていくそうです。社員旅行や、町を守る消防団の瓦割りも。そ

して我が家の小学生は瓦割り体験と同じくらいに瓦工場に興味を持ち、

瓦ができる行程を、大きな窯やベルトコンベヤーの前で説明してもらい

ました。「挑む」事と「学ぶ」事が一度に体験できる（有）谷池健司製瓦

所、夏休みの宿題にもお役立ち。        （応援隊:村上 紀代美） 

（有）谷池健司製瓦所 

TEL ０７９９－３８－０３６２ 

南 あ わ じ 市 津 井 １ ２ ５ ０ 

 

 

                 Page 3 応援隊取材記事・瓦割り体験道場 



ポケットあわじvol.1８３  20１７年8月号 

 

 

 応援隊取材記事・海ほたる・子どもの日１ Page ４ 

三原志知市民交流セン

ターの 関口  功 館長 さん

に、海ほたるについて、教

えてもらいました。淡路で

は、太平洋側、瀬戸内海側

でよく見られるそうですが、

大阪湾側は少ないそうで

す。甲殻類に属する発光

性介形虫（体長３～３．５mm程）で、体

が発光するのではなくて、空気に触れ

たり、外的な刺激によって海ほたるルシ

フェリンという発光性物質が分泌され、

光るのだそうです。 

採取できるポイントは、水深３ｍ程で海底が砂

地が良いそうです。仕掛けは、瓶の蓋に穴をあけ

中に魚のアラをいれます。海ほたるは雑食性で何

でも食べるそうですが、匂いのあるほうが集まりや

すいそうです。３０分程で引き上げ懐中電灯でてら

して見ると小さな小さな虫のようなものがヒュイヒュ

イと泳いでいました。その水を砂地の上にサァーと

撒くと青い光が拡がり地面に星が散らばったようで

す。数秒で光は弱くなっていきますが、刺激をあた

えるとまた光りだします。足や手で砂に触ると足や

手の形に光り、足の裏や手も光ってました。 

関 口  功 さ ん 

写 真 提 供  里 口 寿 信 さ ん 

三原志知市民交流センターでは水槽で海ほたるを飼育されています。市

民交流センターが開いている時は見せてもらえるそうですのでどうぞお立ち

寄りください。余談ですが夜の海で棒でかき回したり、船の通った後青く揺

らめいているのは夜光虫(プランクトン)で海ほたるではありません。 

                （応援隊：坂本 厚子・村上 紀代美・川原 雅代） 

 仕掛けは魚の骨 

イベントのねらいは？ 

〇子どもたち⇒「誰もがヒーローになれる！」 

〇大人たち⇒上下関係のない交流 

  （みんなが全力で楽しめる１日に） 

 真夏のこどもの日。今年も8月11日、浦小学

校を舞台に『昔の子どもたちが今の子どもと本

気（ガチ）で勝負する一日』が行われます。 

 平成２６年に浦小学校の卒業生有志たちが、

東浦公民館を考える会から推薦を受け、「子ど

もたちがやりたいことを全力でやらせてあげた

いなぁ。」と思い、どんな内容のイベントがいい

か？小・中学生７５０人に聞いてみました。 

 結果は・・・ 

子どもたちがやりたいことベスト３ 

第１位 肝試し（お化け屋敷） 

第２位 ウォーターファイト（水遊び） 

第３位 逃走中（鬼ごっこ） 

皆さん生きていて楽しいですか？参加者全員

に、次の瞬間何が起こるか分からないドキドキ感、

新しい仲間達との交流や助け合い、最後までやり

きった達成感を生きる力にしてほしいです。 
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 友 ヶ 島 、 和 歌 山 方 面  沼 島 ・ 徳 島 方 面  北側展望台から先山方面 

Page 5 応援隊取材記事・柏原山登山・子どもの日２ 

 「海もいいけど山登りもいいですよ！」 

 洲本市の最高峰の柏原山（標高５６９ｍ）へ登ってみませんか。 

 登山コースは何ヶ所かあるのですが、今回は洲本市千草からアスファルト道路を登りました。スタート

は大浜公園で、市街地を通って千草川沿いを登山口の千草保育園前まで約３Kmで、ここから頂上まで

約７Kmなので距離は合計１０Kmのコースです。アスファルト道路を登るので足元もよく、山好きの人で

はちょっと物足りないかも知れませんが、安全に登ることができます。標高が高くなるにつれて、展望も

開けてきて洲本市内や北淡路、遠くには六甲の山並みや泉州あたりもよく見えてきます。健脚の人なら

２時間、ゆっくり登っても３時間もあれば頂上に立つことができます。頂上は木が生

い茂っており展望はできませんが、北側と南側に展望台があって天気が良ければ大阪のビル群な

ども見ることができます。景色を見ながらお弁当を食べるのも美味しいですよ。 

 また夜に登ると星がよく見えますので、昼間とはまた違った景色を楽しむことができます。 

 歩いての登山も車でのドライブもそれぞれの楽しみがありますが、どちらにしても安全には十分注

意して登ってほしいですね。                             （応援隊：田処 壱久） 

 登 山 口 付 近 か ら 見 た 柏 原 山 

 登山道 

競技開始です。「逃走中」ハンター（黒の背広と黒のネクタイを締めサング

ラスの奥の無表情）と逃げる子ども達との鬼ごっこ。ハンターをハンマーでた

たくとその場でストップ、ハンターさんも大変です。捕まって牢屋でがっかりし

ていても仲間がミッション成功、さぁ復活です！見事逃げ切った子

どもにはメダルと胴上げがご褒美です。 

そ の 後 は「ウ ォ ー タ ー

ファイト」大きな水鉄砲を

持った大人たちを仲間と協

力をしてやっつける水遊

び。撃って楽しい、撃たれ

て楽しい。全身ズブぬれに

なって、みんなの目がラン

ランと輝いています。 

参加申込み  東浦公民館 T E L  ( 0 7 9 9 ) 7 4 - 4 1 1 5 

柏原山から見た星空 (カシオペア座） 

写 真 提 供  沼 田 さ ん 

「肝試し」日が暮れると校舎がお化け屋敷に大変身。真っ暗な中で本格メイクと衣

装を着た沢山の大人たちのオバケたちが、待っています。子どもたちの心臓は、バク

バクです。泣かないで！勇気を出してみんなと手をつないで進みましょう。 

参加申し込みは７月中旬。子ども心にかえって本気で楽しみませんか？ 

見守りや裏方さんも募集していますのでよろしく！ 

勇気を出して全力でかかってこい！ 

この夏の冒険はこれできまりかな！   （応援隊：岡 まさよ）  
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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  

 

 

 

     

      

           
   

 

回 テーマ 会 場 日程 

1 通販の上手な利用法 南あわじ市 9/14(木) 

2 笑って・学んで賢く暮らす いきいき生活術！ 洲本市 10/19(木） 
3 電子マネーについて 南あわじ市 11/16(木） 

4 その保険あなたの為になっていますか？ 洲本市 12/14(木) 

5 最近の相談事例、クイズで学ぼう消費者問題 淡路市 1/17(水) 

6 スマホやネットに潜む危険 淡路市 2/13(火) 

安全・安心な生活を送るため消費者力（理解・選

択行動できる力）を高めるためセミナーを開催し

ます。是非、ご参加ください。 

※ 詳しくは下記までお問い合わせください。 
●参加費・・・無料     
●定員・・・・各４０名（先着順） 
●募集〆切・・各開講日の一週間前まで 
●申込先・・・兵庫県淡路消費生活センター 
   TEL 0799-26-3361  
   FAX 0799-25-3107 

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 

   

平成２９年度  
  第３回あわじ地域づくりラウンドテーブル 

「防災・減災メッセ」（大切な人を守るた
めにつながろう地域！） 

災害に対して、「①備えを停滞させない②心の準
備を怠らない③災害を忘れない」強い意志を持っ
て、活動を継続させ、たゆまぬ努力を重ねることが
防災・減災につながる。今回、子供から大人まで、
災害時を体験しながら防災・減災の活動を学び、災
害に強い地域・まちづくりに向け、意識を高めあう
ために開催する。 

○日時：平成２９年１１月２６日（日） 
       １３：００～１６：００ 

 ○場所：サンライズ淡路 
    （南あわじ市広田広田１４６６－１） 
 ○参加費：無料 

○内容：ひょうご防災特別推進員による防災  
    講座・備蓄倉庫の見学 

   起震車による地震の疑似体験 
   水消火器の体験、煙体験 
       非常食の試食、防災グッズなどの展示、   
              リーフレット等の配布 
     耐震設計・補修工事の相談会 
 「小学生の防災マップづくりコンクー  
              ル」作品の展示など 
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 
       ＴＥＬ０７９９－２６－２０４３  
    ＦＡＸ０７９９－２４－６９３４ 

 メールawajikem@pref.hyogo.lg.jp 

 

 

 淡路文化会館に「淡路教室」を開設して
います。教材DVDの視聴や貸出ができま
す。 
 平成２９年度第2学期（10月入学）の学生
を募集中です。放送大学はテレビ、ラジオ、イ
ンターネットを通して学ぶ通信制の大学です。 

 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。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、職業の
方が学んでいます。 

●出願期間  

 ①平成2９年6月15日(木)～8月31日(木) 

 ②平成2９年9月 1日(金)～9月20日(水)     

      インターネットでの出願も可 
●問い合わせ先 
 ・放送大学兵庫学習センター 
      ℡：０７８－８０５－００５２   
 ・放送大学姫路サテライトスペース   
      ℡：０７９－２８４－５７８８                   
 ・放送大学ホームページ  
 ｈｔｔｐ//www.ｓｃ.ouj.ac.jp/center.hyogo/  
  ※資料は淡路文化会館にもあります。 

10月生を募集します 

生活創造活動グループ交流会開催  

 淡路文化会館の生活創造活動グループに登
録されているグループは107団体（H29.7現在）
おります。みなさんは、生きがいのある豊かな
人生を過ごすために、一人一人が自らの生活
の中でライフスタイルを創造されています。7月8日(土）に日ごろの活動
発表を行う交流会が淡路文化会館で開催され、２４グループがそれぞれ
の取り組みを発表し、交流を深めました。一般の観客の方もたくさん来
場くださいました。これを機会に、グループ登録をされたい方、興味のあ
るグループに参加したいと思われる方は、淡路文化会館までお問い合わ
せください。 

《参加者の声》 

・出演者のみなさん、生き生きとされていて感動しました。 

・つれてこられたけど、思った以上に楽しかった。 

・劇団Kid’sのダンスに元気を頂き、また明日から頑張ろうと思いました。 

・淡路島内にこれだけの文化グループがあるとは思いませんでした。 

・和やかな雰囲気の中にも秩序があり、心地よかったです。年齢層に幅
があり、発見もあり良い経験になりました。 

※これから毎月、参加されたグループの紹介をしていきたいと思います。 

http://www.ouj.ac.jp/
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◆洲本市文化体育館  

□□□所所所656-0021 洲本市塩屋1-1-17     

☎0799-25-3321 □Ｆ 0799-25-3325 
  

 
ロケ写真展と雑貨販売 
家族みんなで楽しめるイベント多数 
□日 8月11日○金 ○祝  □時 10:00～16:00
□会 会議室１A □￥ 無料 □問 富士スタ
ジオcadeau ☎0799-22-0161  

 
 
 淡路島と全国からの参加者でつ
くるつながり合唱コンサート～夏
休み最後の日曜日・昼下がりの合
同演奏会～ 
13:00～一日限りのあわじグリー
クラブ 13:45～三善晃を唄う会in
淡路島2017 
□日 8月27日○日  □時 13:00 □会 文化
ホール『しばえもん座』 □￥ 無料  

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ 0799-24-4452 

 

  

  
 世界環境デーにちなみ、幼児・

小学生を対象に募集したポスター 

□日 ８月１日○火 ～26日○土  

□時 9:00～21:00 □休 月曜休館  

□会 アールギャルリー □￥ 無料 

 

 

・ウエルカムコンサート・かえっ

こバザール・プール特別企画・イ

ンボディー測定・似顔絵ブース・

出店（かき氷、ヨーヨー他） 

□日 8月20日○日  □時 9:00～17:00    

□￥ 一部有料 

◆洲本市民交流センター 

環境ポスターコンテスト  
応募作品展示  

 

□□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎0799-52-0260 □Ｆ 0799-52-3072 

 

タイトル「 戎 舞 」「火の見櫓」 

        

定時公演 
 

□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  □臨 6日○日 は臨時休

館、24日○日 振替休館 
①「戎舞」「人形解説」 
  「伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段」  

□￥ 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」 
□日 8月5日○土 15:00 □￥ 大人1,000

円 中高生800円 小学生600円 幼

児200円 

 
バックステージツアー(20分）11時

10分の公演後、舞台裏案内有 

□日 8月11日以降の祝日と土・日 

□定 先着20名 
 

臨時公演 

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 

◆淡路人形座 ８月公演 

つながり合唱コンサート  

Cadeau Festiival 

◆洲本市民工房  
     □所〒656-0021洲本市塩屋1-1-17    

     ☎□F 0799-22-3322  

 

美術作品、絵画、彫刻等の展示 

□日8月11日○金～13日○日  □時10:00～

17:00 最終日(13日)は16:00まで 

□会３Fギャラリー □￥無料  

第37回 白美会 作品展 

 

 

□□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎☎☎0799-74-1200 □□□ＦＦＦ 0799-74-1201 

□時１０:００～１８：００(最終入館１７：３０） 

□￥ 入館料大人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   

 
 

 

 

□日 8月1日○火 ～６日○日   

□￥ ①無料  

 ②参加費3,000円、別途入館料要 

 

 
 

□日 8月1日○火 ～15日○火  □時 9:00～

21:00 ※イベント、体験教室を毎

日開催します。 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

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 

市民交流センター祭り 

夏休み特別企画  
 

□所〒656-2401 淡路市岩屋2942-17      

□☎0799-72-5321 □F  0799-72-5322 

 
 

□日 8月20日○日  □時 午前の部10:00～
12:10 午 後 の 部15:00～17:10  
□会 淡路市立アソンブレホール  
□￥ 小学生以上500円 
 

健康体操参加者募集！ 
□日 8月5日○土 、19日○土 、26日○土  
□時 10:00～11:00 □会 淡路市立
アソンブレホール・岩屋体育セ
ンター □￥ 1回500円 
 

ウクレレ教室     
□日 8月19日○土  □時 13:30から1時
間30分位  □定 先着20名（先着
順）□￥ 1回500円(資料代含む) 

◆淡路市立アソンブレホール 

「この世界の片隅に」特別上演会 

 

□所〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎0799-74-0250 □F 0799-74-0256 
 

 

 

 
 

□日 8月21日○月 □時 18:30開演   

□￥ 1,000円（高校生以下800円）全

席自由 □会 サンシャインホール舞台 

 

 

 

 

□日 8月27日○日  □時 14：00開演  

□￥ 500円（お茶とお菓子つき♪）

全席自由 未就学児無料  

□場 サンシャインホール舞台  

◆淡路市立サンシャインホール 

ラテンミュージックの旅 de 
 淡路島  

サンシャインホール20周年記念  

ふだんぎコンサート  
～音楽旅行に行こう！サン
シャインクルーズ～  

①タイ伝統舞踊＆ 
②タイ式フラワーアレンジメント教室 

伝統舞踊にフラダンス！ 
～食虫植物解剖教室！ 
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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230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/～

 年々暑さが厳しくな
る夏、少しでも快適に過ごしたいもの
です。淡路島は自然豊かで、木陰で休
んだり、風を感じながら楽しめる場所
だと思います。新しくカフェができた
りして変わる所もありますが、昔なが
らの味のあるお店もあります。ポケッ
トあわじで情報を得て、美味しいもの
を食べたり、元気になれる場所に行っ
たりして、楽しい夏を過ごしてくださ
いね。   （応援隊：三宅恵理子） 

インフォメーション 

 

  
   

  □所〒656-0314 南あわじ市松帆西路1137-1    

  ☎0799-36-2314 □Ｆ0799-36-5408 

 

 

 
□時 9:00～17:00(入館は16:30まで） 
□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２  
直原玉青 水墨の世界展 

淡路島が生んだ偉人  

第九回永田青嵐顕彰  
全国俳句大会  作品募集  

 

□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 

  
□日 8月5日○土 ～13日○日 16:00まで  

□会 美術展示室 
 

 
□日 8月8日○火 ～21日○月  

□会 ギャラリー   

 
□日 8月31日○木 ～9月12日○火  

□会 ギャラリー 

◆淡路文化会館 

井村澄展船舶模型展  

 

  お かげ さま で 創立 8 0周 年  

山本喜一写真展  

 
□所〒656-0022洲本海岸通1-11-1 

☎0799-24-2001 □Ｆ 0799-25-2521 

□E awajishima@kuniumi.or.jp 

 
 

 「文明開化と島の近代化」 
    たけだ  しんいち 
 講師 武田 信一 氏 
    (淡路地方史研究会会長） 
 武士の世の中が終わり、劇的に
移り変わってゆく淡路島の歴史、
文化、産業などについてお話しい
ただきます。 
□日 8月26日○土  □時 14:00～15:30 
□会 洲本市文化体育館 □定 100名  
□￥ 無料 ※事前申し込み必要。 
 

 
 
 
 

 淡路島が生んだ偉人、永田青嵐
を顕彰する俳句大会を開催しま
す。俳句づくりを通じて正しい日
本語を学ぶ機会として、多くの作
品を募集します。 
投句要領：未発表の近作１人２句
以内（有季定型・投句料無料）。本
大会指定投句用紙又は二百字詰原
稿用紙に郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号を明記の上郵送くだ
さい。（FAX、Eメール、HPからの
投句も可能） 
選者：代表選者 稲畑汀子先生 
          (俳誌ホトトギス名誉主宰） 
投句締切：平成29年9月29日○金  
表彰・発表：平成30年2月25日○日  
 

 
 
 
 淡路島の地域活性化を
図ることを目的に実施され
るまちおこし事業、地域交流、文
化芸術事業等、又は「国生みの島」
をテーマとした事業を実施しよう
とする団体に20万円を限度に助成
します。 
申込期限：8月25日○金  
申請書はHPよりダウンロード可 
（http://www.kuniumi.or.jp/) 

◆淡路市立しづかホール 

編集だより 

第2回淡路島くにうみ講座  

わくわく昆虫フェスタ 

◆淡路島国営明石海峡公園  

□□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

☎☎☎0799-72-2000 □□□ＦＦＦ0799-72-2100 

 

 

□日～8月31日○木 □会 ビジター棟 他 

□￥ イベントにより異なる（別途入園

料、駐車料金が必要） 

 
 

□日8月12日○土  13日○日 □会 大地の虹花

畑 □￥ 無料（別途入園料、駐車料金

が必要） 

ヒマワリのつみとり体験 

サークル「書の会」  

 
□所〒656-2131淡路市志筑新島5-4    

☎0799-62-2001 □Ｆ0799-62-6465 

□休 火曜休館 

 

 

 ～お友達と歌うことの大切さを感
じてみませんか～ 
 学校では出会う事のないお友達
と交 流で き る場 所 です。一 緒に
歌って楽しいひと時を過ごしま
しょう！ 
□日 8月5日○土  12日○土  20日○日   
□時 14:00～15:30 
□師 濱田美那 氏 □￥ 1,000円/月 
※無料体験有  
 
 
 
 
 「パーソナルカラー」「カラーセ
ラピー」「インテリアの色使い」な
どの講座で、自分自身のケア、家
族との関係、暮らしやすい家作り
にも役立つ、色の効果を学びません
か？ 
□日 8月10日 ○木  □時 13:00～14:00 
□講 奥野香代 氏 □￥ 2,000円 □予 月
１回60分 全６回シリーズ  
 

 
□日 8月20日○日  
□時 開場13:00 開演13:30 □￥ 無料 

◆(一財）淡路島くにうみ協会 

しづか少年少女合唱団  

色のカルチャー教室  
i nしづかホール  

第42回淡路音楽祭  

平成29年度 地域活性化助成
事業（第2期）申請団体募集 


