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パイオニア淡路工場／南あわじ市福良甲 1424－ 14  臨時駐車場あります。 交通ルールを守り安全にご鑑賞ください。 

発行日 201７年１２月1日 

月
刊 

－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

 淡路島の南端部、南あわじ市福良のパイオニア淡路工場

で今年も「第７回イルミネーションロード」が開催されていま

す。ルミナリエが阪神・淡路大震災の鎮魂としてスタートした

ように、２０１１年、東日本大震災で沈みかえった世の中を元

気づける事はできないかと４万６千個のLEDでスタートしまし

た。住宅地・潮美台への道路であることから地元では「シオ

ナリエ」と呼ばれ、通学路である南淡中学校の生徒会からは

「下校の際に部活動で疲れた体が癒される」と感謝の手紙が

淡路工場に届けられました。その手紙がきっかけでささやか

ながら、地域の活性と楽しみの一つになればと、今年も「第７

回イルミネーションロード」開催中です。 

 先代社長（旧南淡町出身）はイルミネーションが地域の人

に愛され、中学生の心の癒しとなっている事を確信し、年々

規模を拡大してきました。2016年にはLEDも１５万５千個を越

え、BGMが流れ、トナカイや雪だるまなど可愛いキャラクター

も登場。工場建屋の壁面は、富士山（2015年）・ツリー（2016

年）へとスケールアップ。癒しの光が暗い夜道も人の心も明

るく照らしました。ところがその先代社長が突然亡くなり、今

年の開催が心配されましたが、先代社長の遺志を継ごうと開

催が決まり、現在点灯中です。今年の壁面はナイアガラの滝

をイメージした巨大イルミ

ネーションで訪れた人を

楽しませてくれています。 

蔭山工場長は、人気が高

まるのと比例して、路上駐

車やゴミのポイ捨て、飾り付けが壊されたり、芝生に入られ

たり～。「デザインや建屋の壁面はプロに頼んでいますが、

桜やツツジ、芝を飾る電飾は社員が仕事の合間に何週間も

かけて制作しています。先代社長の思いがこもったイルミネ-

ションロード。これからも継続していけますようにぜひルール

を守って鑑賞してください。」とのこと。  

         応援隊：村上 紀代美、坂本 厚子、川原 雅代 
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                 Page ２ 応援隊取材記事・ニジゲンノモリ 

“自然”とマンガ・アニメ等の2次元コンテンツに“メディア

アート”を融合させた体験型エンターテイメントテーマパーク。

手塚治虫氏原作の「火の鳥」を題材に公園内の自然をプロ

ジェクションマッピング等の技術によって光と音で演出された

幻想的な森の世界を私たちも体験してきました。 

謎 の 地 図 入 り 冒 険 バ ッ ク 

淡路サービスエリアからハイウェイオアシスへ、そこで車を止めニジゲンノモリの

入り口へ、そこからトラムに乗って暗い山の中へ、非日常感あふれる幻想的な世界

の体験です。“特製の水、謎の地図、謎の地図を読み解くのに絶対必要な特別なラ

イト”の入った冒険バックを持って、アジサイの谷から、約１．２㎞つづく夜の森の中

での光と音のショー「ナイトウォーク火の鳥」のスタートです。  

昔の小学校にあったような木

の階段がどんどん続き谷の底へ

と進んでいきます。風、樹の揺ら

めき、気温などの「自然の効果」

と、恐獣の息遣い、虫の羽音、樹

の話声などの「音」、そして山の

自然の樹木に映し出された「プロ

ジェクションマッピング」。映画ア

バターのシーンの中に自分が入

り込んでいる様な気がしてお話

の世界に引き込まれていきま

す。映し出される映像は硬い建

造物に映し出されるのと違い光

も優しく森の奥行も感じられまし

た。特に広大な森に映し出され

たダイナミックな花火や、手塚治

虫氏ファンの永遠の憧れである

「火の鳥」が現れるシーンは感動

ものでした。ただ、続く坂道は少

しハード。息の上がった私にア

マーン族が優しく声かけをしてく

れ次のステージへと頑張れまし

た。   

淡路島に大人も楽しめるテーマパークが出来ました。私達が体験した日は秋の風が気持ちの良い６時半

出発でしたが、暑い季節、寒い季節、春、秋、自然の気候の中でいろいろな体感が出来ると思います。折角

淡路に面白いものが出来たのでどうぞ淡路の皆さん体験してきてください。淡路の事を知らないのは「もっ

たいない。」              （応援隊：坂本 厚子、竹代 結、岡 まさよ、川原 雅代、会館：安井 由美） 

問い合わせ先 

 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 

 TEL 0799-64-7061  受付時間：９：３０～１7：３０ 

 

探検の必須アイテム 
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応援隊取材記事・明石海峡大橋 

       ・奇跡の星の植物館 

  

詳細は P 8をご覧ください 。 

 ｢明石海峡大橋｣は、神戸と淡路島との間にあ

る明石海峡を結ぶ全長３９１１ｍの世界最長の吊

り橋です。何十年も前から｢夢の架け橋｣と言われ

て淡路の人は首を長くしてその完成を待っていま

した。平成７年の阪神・淡路大震災にも負けること

なく同１０年４月５日に通行が開始されました。春

のうららかな静かな淡路の地に、多くの観光客が

来島し島の人たち全員が右往左往しながらも、う

れしい悲鳴をあげたものです。 

 夜になるとライトアップされ、世界一の吊り橋が

宝石のように静かに輝き、昼間とは違った雰囲気

で出迎え、見送ってくれます。ライトアップは、平日

は日没から２３時まで、土、日、祝日は、日没から

２４時まで。平日、休日、時刻、イベント時などによ

り、それぞれ違った色で楽しませてくれ、全部で３

１パターンあります。この橋の愛称は、公募され、

｢パールブリッジ｣と名付けられました。真珠の球が

連なり大きな橋に架けられたように見えるからで

しょうか。仕事の疲れや気分が冴えない時、静か

に出迎えてくれるパールブリッジを目にすると、何

とも言えない安堵感がわき出て、また明日への希

望と元気が出てくる気がします。 

 今では｢夢の架け橋｣ではない明石海峡大橋は、美しく、大きく両手を広げ何でも受け入れてくれる両親にも似て、｢雄大

なやさしいふるさと｣を感じ、とても幸せな気分になります。皆さまも改めてパールブリッジの素晴らしい光の中で大いなる

ふるさとを感じてみませんか。                                        （応援隊：廣岡 ひろ子） 
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【点灯はいつから？】 

  第１回点灯は１９９９年（平成１１年）。今年で１９回目。第１回目の文字は 

『アケマシテ オメデトウ』  昨年は『スダチノトリドシ サカエアレ』  

【きっかけは？】  当時活性化委員会の事務局長藤野康さんが、お祭りの提灯をイ  

ルミネーションとして活用し、その年の世相を表現しようと考案。  

【点灯期間は？】 年末から年始にかけ、午後５時～９時点灯。  

【飾りつけはどのように？】  活性化委員の建築士が作成した設計図に基づき、高  

さ６m幅３８ｍに渡したワイヤー５段に、約１６０個の赤提灯を吊るしていく。  

【文字の飾りつけで難しいところは？】   

設計図通りに吊るしても文字のバランスが難しい。活性化委員約３０人が集ま  

り、何度も何度も調整しながら半日がかりで仕上げる。           

洲本市安乎町平安浦１９７０−６ 

 担当者の山口さんにお伺いしました。 

「シーアイガに設置されているツリーは、毎日放送（MBS）

のテレビ番組「せやねん！」の人気コーナー「スマイル工

務店」の企画で、海月館、サンライズ淡路に続いて設置さ

れました。ツリーは高さ15メートル、直径約6メートル。約4万球のＬＥＤ電球を使

用した本格的な鉄骨造りです。先端には淡路島観光ＧＭたむらけんじさんがデ

ザインした、淡路島特産品である玉ねぎとサンタクロースをモチーフにしたオーナ

メントが飾られ「淡路島らしさ」が盛り込まれた一味違うツリーに仕上がっていま

す。点灯式当日、青い光が灯ると会場は、大きな拍手と歓声に包まれました。淡

路島観光ＧＭのたむらけんじさんは、「このツリーは間違いなく淡路島の冬の新

名所になります！」と断言されたそうです。「その言葉通り、テレビ、新聞、雑誌で

紹介された後、ツリーを撮影にお越しになるお客様が増えました。」と話されてい

ました。                             （応援隊:田処 壱久） 

 この赤提灯大文字が点灯される五色町堺地区は、昭和３１年の

合併で五色町が誕生するまでは三原郡堺村とよばれていました。

その村から発信する“その年の世相と新年にかける夢”。それを地

域住民みんなで共有できる地域の文化として育んでいきたい。そ

んな活性化委員皆さんの熱い思いや力の結集こそが、地域を明る

く、世の中を明るく灯してくれるような気がします。さて、今年はどん

な文字が浮かび上がるのでしょうか？  （応援隊：瀬戸 由美子）                        

 年末年始恒例の風物詩として、風情ある“提灯”の

灯りで、来年の干支や今年の世相にちなんだ文字を

描く“赤提灯大文字”が、今年も五色町下堺、堺八幡

神社近くの「みたから公園」で点灯されます。主催の

住民団体「堺活性化委員会」の皆さんにお話を伺い

ました。 

今年の大文字募集中       《応募方法》 

  カタカナ１４文字以内の文言に住所、氏名、年齢、電話番

号を明記し、下記宛先にファックスもしくは郵送で。 

  締め切りは１２月１０日頃。（各新聞社で募集） 

 〒656-1336   洲本市五色町上堺136 

                                                   橋本  富夫（堺活性化委員会会長） 

                                                                    ℡.fax  0799-35-0468 
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 夜、畑やビニールハウスが電気によって明るく浮かび上がっている風景をはじめて見ると驚きとともに感動を覚えます。田圃のイルミ

ネーションと出会う夜のドライブはいかがでしょうか。時期や地域が限定的なので、事前に各関係機関等から情報を得ておく必要があり

ます。                                                                  （応援隊：中田 浩嗣） 

 三原平野では、秋から冬には野菜がたくさん作られま

す。一面レタスの畑に黄色いボンボリのようなものが立っ

ているのを見たことがありませんか（10月ぐらいから）。そ

れは防虫のための高圧ナトリウムランプです。夜になると

産卵にやってくるヤガ類の成虫が昼間と勘違いをして

やってきません。それで幼虫がついてない野菜として出荷

できるのです。暗くなると、ライトアップがされ、レタス畑は

幻想的なオレンジの光で照らされます。三原平野一帯に

見られますが、特に阿万地区はたくさん見られます。 

三原平野のレタス畑（ 10月夕方） 

昼間のレタス畑（ 10 月） 

 電飾によって夜間の風景をつくり出す取り組みはいろいろな所で行われ

るようになりました。さまざまな光源を使い、風景・看板などを明るく浮かび

上がらせたイルミネーションは、大きな観光資源ともなっています。淡路島

の田圃で見られる一風趣の違ったイルミネーションを紹介しましょう。 

 キクは、日照時間が短くなると花を咲かせるという性質があります。そ

れを利用して、人工的に電球で照明をキクに当てて花を咲かせる時期を

遅らせる電照菊の抑制栽培（＝長日処理）が南あわじ市の灘地区を中心

に行われています。かつては、たくさんのビニールハウスの光が闇に浮

かび上がるような夜景が見られたそうです。現在では、その規模は小さく

なっています。（※電照菊関係の写真は南淡路農業改良普及ｾﾝﾀｰ提供） 

電照菊団地：盛んだった頃の写真 

南あわじ市灘地区 

電照菊：ハウス外側から 電照菊：ハウス内側から 

   品 目  効 果      地  域 期 間 

イチゴ   電照効果 洲本市五色町鮎原、都志堺地区など 11月～2月 

カーネーション 防虫効果 淡路市中田、仮屋地区など 9月～11月 

キク 電照効果 南あわじ市灘地区など 周年 

レタスなど 防虫効果 南あわじ市阿万、榎列地区など 9月～11月 

（←↓）「たぬきの足湯」では癒し系のたぬ

き達がライトアップされています。からだ

も心もほっこり温まりますよ～。 

                                                             ２０１８年２月２８日まで   

          場所 ： 洲本警察署前（17:00～22:00) 

（↑）洲本市民交流センター隣の宇原グランドハイツの壁面ライトアップ。  洲本の

人と南あわじの人だったら、見たことありますよね・・                                                                  応援隊：田処 

（←）田んぼで怪

しくそして美しく

光るライトにイノ

シシもびっくりし

て逃げていきま

す。    応援隊：廣岡 

イチゴハウスの電照装置 
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Page ６淡路文化会館・兵庫県淡路消費生活センター・プラットフォームよりお知らせ 

淡路の文化活動・イベント情報 

 
 

いざなぎ学園  60歳から始める大学 

シニア世代の生涯学習講座「いざなぎ学園」を体験し
てみませんか？ 

 
○実施日：１２/１３○水 ・１/１０○水 ・２/１４○水  

○会場：兵庫県立淡路文化会館 

○体験の日程と内容 

 ９：００ 受付 

 ９：３０ 日程等の説明 

        （募集説明会） 

 10：００～１１：４５ 講座見学 

  第3回 １２/１３○水 「最新の天気予報事情」 

  第4回 １/１０○水 「大道芸」 

  第5回 2/１４○水 「現代の食生活事情」 

 １３：１５～１５：００ 講座等見学 

  サークル活動 

 

 

 
 

１２月１６日（土）13:30～15:30 

兵庫県立淡路文化会館 講堂 

 ℡０７９９－８５－１３９１ 
 

日本遺産認定の概要と淡路「国生み創生神楽」 

内容 ①「日本遺産認定の概要」の講演 

   ②「くにうみ神話の町づくり実行委  

    員会の取り組み 

   ③淡路「国生み創生神楽』の上演 

 

＊参加費無料  
＊午前中のみの参加可 
＊事前申し込みは不要 
 （当日受付） 

平成30年度 受講生募集期間(先着順）  
  平成30年1月10日～4月13日  

    
  新春賀詞交流会 
 毎年大好評のプラットフォーム淡路島主催「新
春賀詞交流会」 
 島内外の地域団体やNPO、行政、その他様々な
地域づくり活動をされている方々が気軽に交流で
きる場として、皆さまの参加を心からお待ちして
おります。 

開 催日 時：2018年１月26日○金  17:00～20:00     

受   付：16:30～ 

会   場：洲本市文化体育館 会議室１A 

参 加 費：１０００円 
お申込み：団体名または企業名/お名前/ご住 
      所/お電話/PRタイム(3分)必要か不  
      必要を記入の上、下記までご連絡く  
      ださい。 
申込締切：2018年1月16日○火  

【問い合わせ】 

淡路県民局県民交流室県民・商工労政課内 

TEL：0799-26-2043  FAX：0799-24-6934 

   

平成２８年１２月１日から衣類の「取

扱い表示」が変わり、１年が経ちましたが

ご存じでしょうか。今まで、日本のみで使

用されていた表示が、世界共通で使用でき

る国際規格の表示記号となっています。 

新しい取扱い表示は、 

●家庭洗濯 

●漂白 

●乾燥 

●アイロン 

●クリーニング 

の、５つの基本記号で構成され、記号の種

類は２２種類から４１種類に増えています。 

 衣類等の縮みや色落ちなどの洗濯トラブ

ルを防ぐため、適切な洗濯方法や干し方を

確認しましょう。詳しい資料は消費生活セ

ンターにありますのでお申し出ください。 

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） 

～洗濯表示が変わっているのをご存じですか～ 

 

 
 

２０１８年 2月4日(日）13:00～16:00 

  加西市民会館 
出演：南あわじ市立三原中学校郷土部 
   南あわじ市立南淡中学校郷土芸能部 
   兵庫県立淡路三原高等学校郷土部 
   淡路人形座 
 往復はがきでの事前申し込みが必要です。
詳しくは淡路文化会館ホームページをご覧く
ださい。(http://www.eonet.ne.jp／~awaji
-cc/) 

募 集 期 間 ：2017年12月1日(金)～2018年1
月19日(金) 定員に達し次第締切 
□問 淡路人形浄瑠璃魅力発信事業実行委員会

（淡路文化会館内）℡0799-85-1391 

 

   

 学校教育法第１条に規定する大学とは異なります。 
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◆洲本市文化体育館  

□所656-0021 洲本市塩屋1-1-17     

☎0799-25-3321 □Ｆ 0799-25-3325 
  

〇〇竹内みさよバレエアカデミー 
 洲本教室発表会 
□日 12月3日○日  □時 16:00～18:30   

□￥ 無料 □会 文化ホール『しばえもん座』 
 

〇〇平成29年度防災講演会  

□日 12月4日○月  □時 13:30開演 □￥ 無

料  □会 文化ホール『しばえもん座』 
 

〇〇書友展 第36回洲本展  

□日 12月16日 ○土 ～17日 ○日 最 終 日

16:00まで）□時 10:00～18:00  

□￥ 無料 □会 会議室１A 

〇〇あすなろ会ブーケ・ムジカール

ピアノコンサート  
□日 12月16日○土  □時 12:00開演 

□￥ 無料 □会 文化ホール『しばえもん座』 

〇〇劇団カッパ座淡路島公演『つる

のおんがえし』      

□日 12月17日 ○日  □時 13:30開 演 ～

15:30 □￥ 大人○前 1,600円○当 2,100

円  /小 人 ○前 1,100円 ○当 1,500円 

全席自由 □会 文化ホール『しばえもん座』 
 

〇〇柳学園中学・高等学校ジャズ
バンド部クリスマスイヴイヴ
ファンファンコンサート  
□日 12月23日○土 ○祝  □時 14:00開演   

□￥ 無料□会文化ホール『しばえもん座』 

※ホールホワイエで柳学園美術

展・茶道部お茶席同時開催 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ 0799-24-4452 

 

  
  

□日 作品展：12月1日○金 ～3日○日   

ロ ビ ー コ ン サ ー ト ：12月2日 ○土  
14:00～  

クリスマスお茶会：12月2日○土   

1日 体 験 教 室 ：12月3日 ○日 (水 墨
画・藤手芸）※定員あり  

□￥ 一部有料 

 

◆洲本市民交流センター 

市民交流センター文化祭  

 

□□□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 」  

     

 
 

□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「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」 

□￥ 大人1,000円 中高生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 

 

 

鶴澤友路追善公演 

□日 12月3日○日  □時 14:00開演  

□￥ 大 人1,500円  中 高 生1,300円 

小学生1,000円 ※未就学児童入場

不可 ※淡路人形芝居サポートク

ラブ会員500円【前売り券】絶賛発

売中(全席指定）売切れ次第終了 

□内 仮名手本忠臣蔵「三段目 殿中

刃傷の段」「七段目 祇園一力茶

屋の段」（素浄瑠璃） 

◆淡路人形座 １２月公演 

今月のトピックス 

臨時公演 

 

□所〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎0799-74-0250 □F 0799-74-0256 

 
 

 

出演：凛々倶楽部・サンシャイン
少年少女合唱団 

□日 12月17日○日  □時 14:00開演予定  

 

 
〇サンシャイン太鼓教室  

□日12月5日○火  □場 舞台 

ジュニア 17:30～18:30 800円/回 

フリー 19:00～20:30 1,000円/回 
 

〇えいごサークル 

□日 12月4日 ○月 、18日 ○月 15:30～

16:10 ￥500円 □場 和室 

◆淡路市立サンシャインホール 

クリスマスコンサート 

カルチャースクール案内 

定時公演 

 

 

 □所〒656-0314 南あわじ市松帆西路1137-1    
 ☎0799-36-2314 □Ｆ0799-36-5408 
 

□￥ 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」又は「のびのびパスポート」の利
用で入館無料 □休 月曜休館 
 
 
 

 

□日 10月1日○日 ～12月3日○日    

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで）   

 

 

□日 12月7日○木 ～1月30日○火    

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで） 

※12月12日○火～16日○土燻蒸作業につき

臨時休館 

※1月8日○月○祝は開館、翌日休館 

※年末年始休館(12月28日～1月3日）   

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館 

立原えりかの「グリム童話」 
絵本原画展  

平成29年度 館蔵品展３ 

◆淡路市立しづかホール  
□所〒656-2131淡路市志筑新島5-4    

☎0799-62-2001 □Ｆ0799-62-6465 

□休 火曜休館 

 

 
 

□日 12月17日○日  □時 昼公演/13:00～ 
夕公演/16：00～ □￥ 一般2,500円 
65歳 以 上・高 校 生 以 下1,500円 
全席自由席 
 
 
 
 
～しづかホールで素敵なクリスマ
スを・・・～ 
□日 12月22日○金  □時 18:30～19:30 
□会 しづかホール ホワイエ □￥ 500
円 全席自由席 
 
 
 
 

〇色のカルチャー教室inしづかホール 

12月のテーマ：ファッション/アパ
レル/雑貨  
□日 12月14日○木  □時 19:00～20:00 
□講 奥野 香代 氏 □￥ 2,000円/月  
□予 月１回60分 全６回シリーズ 
 

〇しづか子供英語教室 
□日 12月6日○水  20日○水  □時 15:30
～16:30 □￥ 500円/回 

Chr istmas   
Concert2017  

カルチャー教室  

ONE  STEP  ２０１７  
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インフォメーション 

第8回「協生」あわじ障がい者
美術作品展 

 

□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 11月28日○火 ～12月10日○日  

□会 美術展示室・県民ギャラリー 

 
 

「グループ五彩」による風景画の
作品展 

□日 12月13日○水 ～24日○日  

□会 美術展示室   

 
 

12月13日○水 ～24日○日  

□会 県民ギャラリー 

◆淡路文化会館 

 

  お かげ さま で 創立 8 0周 年  

 

 

□所〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎0799-74-1200 □Ｆ 0799-74-1201 

□時１０:００～18:00（最終入館１７：３０） 

□￥ 大 人600円  70歳 以 上300円、

高校生以下無料 

★年末年始もオープン★ 

 

 
□日 11月18日○土 ～2018年1月14日○日  

※12月1日～12日の○金 ○土 ○日 と12月

5日～24日は夜21:00まで！（最終

入館20:30まで） 

  
 

出演：日下部祐子(ソプラノ）、清

水徹太郎(テノール）ほか 

□日 12月23日○土 ○祝 、24日○日   

□時 11:30～、15:30～、19:30～  
 
 
□日 12月23日○土 ○祝 、24日○日  
〇プリザーブドフラワーアレンジ教室  
□時 11:00～16:00 □師 奥田とみよ氏 
〇コケ玉のお正月飾り教室 
□時 11:00～、14:00～ □師 奇跡の星
の植物館スタッフ 

◆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ー  
クリスマスフラワーショー２０１７  

「ロマンティッククリスマス」  

第22回スケッチ淡路１００景展 

美サロン展  
（美術展示ボランティア作品展） 

季節のクラフト冬 

◆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 

 
 

〇「クリスマスリース」 

□日 12月9日○土 、10日○日 、16日○土 、

17日○日 、23日○土 ○祝 、24日○日 、25

日○月 の7日間 □会ビジター棟 □￥300

円※前年体験分リース持参の場合200円

（別途入園料、駐車料金が必要） 

〇「お正月飾り」 

□日 12月25日○月 ～30日○土 の6日間 □時

10:00～16:00 □会ビジター棟 □￥ 300

円（別途入園料、駐車料金が必要） 

 

 
 
 

「花・みどりとかかわりながら子

育てを考えよう」参加者募集 

□日 ①1月21日○日 ②2月11日○日 ③2月

25日○日  □時 10:00～12:30 □場 淡

路島国営明石海峡公園 □￥ 参加費

各回500円（②③は別途入園料必

要）※駐車料金必要 □対 3回参加可

能な方 

園芸療法ボランティア 
実践講座 

編集だより★ 
 「きらきらひかる  お空の星よ   ま
ばたきしては みんなを見てる  きらき
らひかる お空の星よ」 口遊みながら   
冬の夜空を見上げて  流れ星に出会え
たら 嬉しいですね。応援隊：小原 町子 

 

□所〒656-2401 淡路市岩屋2942-17      

□☎0799-72-5321 □F  0799-72-5322 

 

 

生バンド演奏！！ 

□日 1２月３日○日  □時 19:00開演  

□会 アソンブレホール □￥ 入場無料 
 

 

 

□日 12月2日○土 、9日○土 、16日○土  

□時 10:00～11:00 □会 アソンブレ

ホール・岩屋体育センター  
□￥ 1回500円(各回に持参ください） 

 
□日 12月16日○土  □時 13:30～15:00 

□定 20名先着順 □￥ 1回500円(資料

代含む） □会 アソンブレホール 

◆淡路市立アソンブレホール 

第25回歳末助け合い運動 
アソンブレ歌謡祭 

ウクレレ教室 

健康体操 

体験教室  

 

 

 
 

 自然が作り出す奇跡の絶景「鳴

門海峡のうず潮」の永続的な維持

をめざし、その一環として鳴門海

峡の周辺環境を守るためにビーチ

のクリーンアップ大作戦を展開し

ます。 

□日12月3日○日 □時 10:00～12:00 

□場 サンビーチかるも横駐車場（南

あわじ市福良丙502）※１荒天は

中止、小雨は決行します。※２動

きやすい服装でお越しください。 

持ち物：手袋、火はさみなど 

□問 090-8758—9761 山口 

主催：鳴門海峡クリーンアップ実

行委員会 

後援：兵庫県淡路県民局、洲本

市、南あわじ市、淡路市 

鳴門海峡クリーンアップ
大作戦 in かるも海岸 

淡路島メッセ(見本市） 

□日 12月10日○日  □時 11:00～16:00 

□場 洲本市文化体育館コミュニティア

リーナ □￥ 入場無料 □問 洲本商工会

議所 ℡0799-22-2571 


