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 珈楽粋ではラテアートは勿論、世界各国のコーヒーを楽しむこと

もできます。ちなみに一番人気は珈楽粋ブレンド。テイクアウトも

OKです。木造の店内はレトロの雰囲気が漂い、天井が高くゆった

りとしていてとても静か。周りを気にせずお気に入りのお茶を飲み

ながらくつろぐことができます。 

 珈楽粋は字のとおり珈琲を楽しく粋に味わってほしい

ということから名付けられました。『珈琲と過ごす時間を

大切に、お客様が長くいられる場所にしたい。』そんな

オーナー片山悠大さんの優しい心遣いもブレンドされ、

身も心もホットになりました。  （応援隊：瀬戸由美子） 

 何度でも行ってみたくなる私の一押しの喫茶店『珈楽粋』

で、カフェラテを注文しました。お目当ては噂のラテアート

です。 

 このお店でラテアートを担当しているのは、バリスタ歴４

年の西川拓哉さん(27歳)です。いとも簡単に絵を描いてい

るように見えますが、実は奥の深～いラテアート。温度と

湿度と緊張度？のタイミングとバランスが最高のラテアー

トを描く鍵になるとか。納得のいくラテアートを目指し、幾日

も深夜遅くまで試行錯誤を重ねたと言います。 

 西川さんに作り方を教えていただきました。 

 まず、コーヒー豆を挽いてマシーンでエスプレッソを作りま

す。次にミルクをスチームで温め綺麗に泡立てます。カップに

エスプレッソを注ぎ、その上にミルクを入れながら絵を描いて

いきます。最後にチョコソースで細い線を描くとラテアートの完

成です。 

 私が注文したカフェラテはベルの模様でした。茶色の大海

原にふんわりと浮かぶ白いベル。しばらくラテアートと香りを

楽しんだ後、ゆっくりとカフェラテを味わいます。優しくまろや

かなミルクと濃厚なコクのエスプレッソのハーモニーが絶妙

で、とても幸せな気分になれました。  

エスプレッソをつくる。 

コーヒー豆を挽く。 

スチームしたミルクを注ぎ・・・ 

絵を描いていきます。 

チョコソースで細い線を描く。 
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                 Page ２ 応援隊取材記事・ビエン・maaru    

↑ロケの記念 

 皆さんには、ほっと一息つけるお気に入りの純喫茶、カフェはあります

か・・・。 

 まず、昭和の雰囲気を色濃く残した純喫茶「ビエン」を紹介いたしま

す。昭和４６年に現在地で開店しました。当時は洲本の本町アーケード

街も人であふれ、学生もよく来店していたけれど、今は人も少なくなり、

高齢の方の来店が多いそうです。代表の米澤さんは「お店のこだわり

等は特にない。」とのことでしたが、これが自然体のいい雰囲気を作り

出しているように感じました。 

 数年前には、懐かしい昭和時代を

残していることを買われて、映画「夏

の終りに」（瀬戸内寂聴原作）やＴＶド

ラマ「おふくろ先生の診療日記」（泉ピ

ン子主演）のロケ場所にもなりまし

た。 

 店内にずーっと流れる素敵なクラ

シック音楽に包まれて、

ブレンドコーヒーをいた

だくと、ゆったりと時が過

ぎて行く『ほっとタイム』

がきっと味わえます。  

純喫茶ビエン  代表：米澤義郎さん 

   住所：洲本市本町5丁目3-5 

      （ｺﾓｰﾄﾞ56パーク前） 

 電話：0799-24-0414   

   営業：10:00～18:30   ＜木曜定休＞ 

 

  次に、洲本港を望む洲本市海岸

通りで平成29年6月にオープンした

「Cafe maaru」です。「maaru」という名

前 に は、「ま ぁ る」→「丸」→「輪」、い

ろいろな人が集い合えるスペースに

という思いが込められています。 

 代表の三宅さんは、お客さんが求

めているものを心を込めて提供する

ことを一番に考えているとの

こと。仲間と来て海を見なが

らしゃべるのもよし、一人で

音楽にひたるのもよし。「雰

囲気は１００点を目指す。」と

いう言葉通りのんびりと落ち

着いた時間が過ごせます。   

 島内の専門店から仕入れ

ている紅茶と、淡路産の原材

料にこだわって丁寧に焼き上げたバームクーヘン。身も心

もあったまぁ～ること間違いありません。                                       

                       （応援隊：中田 浩嗣） 

Cafe maaru  代表：三宅 英樹さん 

   住所：洲本市海岸通1丁目7-19 

   電話：0799-20-5624 

   営業：10:00～19:00（月･水･木） 

            10:00～21:00（金･土･日･祝） 

             ＜火曜定休＞ 

コーヒー豆の販売 

店内にはクラッシク音楽が流れています。 

本町商店街の純喫茶 

テレビや映画のロケ場所にもなりました。 

フレーバーティーとバームクーヘン 

できたてのバームクーヘンがいろいろあります。 

海を眺めながらティータイム のんびり落ち着いた時間がすごせる店内。 

あったかい紅茶とバームクーヘンでほっと一息 

店

長

の

漁

さ

ん 
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地 耕平さんとさや香さんご夫婦が４年前に開店した若さあ

ふれる明るいお店です。高校生から口コミで広まって、いま

では幅広い年齢の方が気軽にお茶を楽しんでいるお店です。 

 カフェラテのラテアートは可愛い図柄がいろいろ楽しめ、希望すれば

名前を入れてくれます。 

 ラテアートは絵の上手な奥さんが独学で練習したそうです。 

 海外や東京で流行ってきているレインボーラテは、色鮮やかでカラフル♥ 

 ラテのお供のパンケーキも評判です。定番メニューはキャラメル、メー

プル、チョコバナナ、コーヒー好きならコーヒーパンケーキ、1日10個限

定のプレミアムパンケーキは更にふわとろです。 

 テーブルに置かれたときプルプルゆれていました。スプーンですくって

食べられるくらいふわっふわで感激。 

 ２月はバレンタイン・・・ラテに描かれたハートの形を最後まで消えない

ように飲むことが出来るでしょうか?    

                       （応援隊：坂本 厚子、川原 雅代）  
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応援隊取材記事 ・Wakabaカフェ  

  ・たねさん’ｓ Kitchen 

南あわじ市市円行寺１３8 シティオ１F ☎ 0799-42-1930 
営業時間 日・月：８：３０～２１：００  

水・木・土：８：３０～２１：００ 
金：９：００～２２：００ 

定休日  火曜日  

 

 

  烏龍茶（ウーロン茶）や茉莉花茶（ジャスミン茶）を中心に、

日本でも馴染みが深く世界的に親しまれている中国茶を飲

んで、寒～い寒～い日に、身も心も温めましょう。お茶の発

祥地とも言われ、地域や季節によってさまざまなお茶文化を

育んできた中国には、数百種類ともいわれるお茶が存在し

ています。 

 洲本市内レトロ街の「たねさん’ｓ Kitchen」の種市陽介さん

に中国茶の美味しい飲み方をお聞きしました。必ず茶器（急須と茶碗）を温めておく

こと。茶碗に注いだ茶の香りを嗅ぎ（臭覚の刺激）飲んで味わう（味覚の

刺激）。小さな湯呑で何杯もおかわりする（酔いませんから何杯でも）。 

「たねさん」では、15：00からカフェタイムがあり、１６種類のメニューか

ら飲みたいお茶葉を選び注文すると、中国式にお茶を

注いでくれます。寒～い日に中国茶でほっこり温まり

ましょう。   

請喝茶！（チン フー チャー）（応援隊：田村 ひろ子） 

洲本市本町５-４-１５ 洲本レトロこみち 

営業時間 11：00～18：00  

定休日  木曜日 

電話   080-5321-4704 

昔々に景徳鎮を趣味で集めてい

ましたが、阪神淡路大震災で食器類

は全てなくし、その後陶磁器はあき

らめていましたが、去年香港ディズ

ニーでミッキーの茶器セットを見つ

け、一目ぼれし購入。大事にスーツ

ケースに入れ持ち帰りました。 

野生鉄観音 

東
方
美
人
茶 

台
湾
ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶 

野
生
鉄
観
音 

単
蜜
龍
紅
茶 

単
文
山
包
種
紅
茶 
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 応援隊取材記事  

   ・ジロ・デ・アワジ ・ゆず茶 
Page ４ 

 プロの技を惜しげもなく伝授して「美味しい珈琲を飲んでほ

しい」と熱く語るのはGiro d’Awaji（ジロ・デ・アワジ）のマス

ター、焙煎士 原 祐生さん（43）。もちろん、この話はエンド

レスに続きます。ジロ・デ・アワジの本格的珈琲は、店内で

存在感を示す焙煎器＆壁に並ぶ世界各国から

仕入れた珈琲豆、そして焙煎士の腕から生まれ

ます。世界１０ケ国の農園から生豆を仕入れ、

適切な焙煎をし、注文があってからその都度豆

を挽いて提供するのです。 

 

焙 煎 器 

「お す す め は？」と、

聞いてみました。珈琲

が苦手なんだけどという人には

「ブラジルの豆」を。ISISのせい

で入荷が困難になったイエメン

の 豆 も 貴 重 で す。（在 庫 限 り）

チョコレートのような甘いかおり

のインドの豆。ハーブティのような華やかさのエチオピアモ

カ。タンザニア、ケニアetc。まるで世界旅行をしているかの

ようです。珈琲だけでなく冷たいバニラと熱々エスプレッソ

のデザートもお勧め。 

長年この仕事に携わっているのかと聞いてみました。ア

メリカの大学を卒業し、英語が堪能。５年ほど前、仕事で知

り合ったブラジルの女性に生の豆をフライパンで煎って珈

琲を作ることを教えてもらってから珈琲の魅力にとりつかれ

たと言います。国際交流にも力を入れています。また、マス

ター自らがサイクリストで、店はロードバイクのエイドステー

ションとしても人気があります。美味しい珈琲を飲んだ後は

店の前にあるサイクリスト専用の自動販売機も必見。パン

ク修理用のチューブや工具が買える販売機です。全国でも

珍しい自販機だとか。マスターの珈琲＆自転車etcの話は

尽きません。淡路島の南の端・福良の美味しくて楽しい珈

琲物語。 （応援隊：村上 紀代美、坂本 厚子、川原 雅代） 

HP  ジロデアワジ 南あわじ市福良甲1529-3 野口ビル１F 

営業時間 9：30～17：30  定休日  月曜日 

電話   ０７９９-５０-２４１１ 

① ミルで挽いた珈琲粉を茶こしに入れて一振り。 

  余計な粉を落として雑味を取る。 

② お湯の温度は９４度。ケトルで沸騰させた湯を ポッ

トに入れて温度をさげる。 

③ ３０秒蒸らして一人分１分３０秒でお湯を落としま

す。豆の保存は冷凍室で。 

 作り方 

 １、よく洗ったゆずを半分に切り、果汁をしぼる 

 ２、果肉は入ってもよいが、種は取り除く 

 ３、スプーンなどでゆずの中のうす皮を取り除く 

 ４、へたを取り、ゆずの皮５㎜、長さ３～５㎝の細切りに

する 

 ５、鍋に水とゆずの皮を入れ、沸騰すると火を止めてザル

にあける。しぶみを取るため２回繰り返す 

 ６、１でしぼった果汁、砂糖、ゆずの皮、鍋を用意する 

   ＊注意 アルミ鍋は酸に弱いため避ける 

 ７、鍋にゆずの皮、砂糖を交互に入れて上から果汁を回し

かけ、弱火で１０分位加熱後、保存ビンで保存する。

１か月位で飲むように（３か月位は冷凍保存可能） 

カップにゆず茶をお好み量（ティスプーンで１～２杯程度）入れて、

お湯、冷たい水、サイダーなどで割っていただきます。ビタミンＣ

豊富、かぜ流行時には特に人気があります。  （応援：廣岡） 

材料 ゆず  ４～５個 

    砂糖  ゆず皮量の８０％ 

贅沢な珈琲時間 
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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・プラットフォーム淡路島よりお知らせ 

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「いいざなぎ学園」を体験
してみませんか？ 

 
 

○実施日：２月１4 日（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５回 「現代の食生活事情」 

 １３：１５～１５：００ 講座等見学 

  サークル活動 

 
 

 
 

２月１７日（土）13:30～15:30(受付13:00)             

兵庫県立淡路文化会館 講堂 

「淡路人形浄瑠璃の魅力について」   
            （上演を含む） 

 淡路人形協会 正井 良徳 氏・淡路人形座 

 

＊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 (募集中）  

   

学校教育法第１条に規定する大学とは異なります。 

放送大学 平成３０年度４月入学生募集 
 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12月1日～平成30年2月28日 
   ②平成30年  3月1日～平成30年3月20日 
●資料：無料 
□問  放送大学兵庫学習センター☎079-805-0052 
  放送大学姫路サテライトスペース 
                          ☎079-284-5788 
※資料については淡路文化会館でもお求めできま
す。                                 ☎0799-85-1391 

「見守り」と「気づき」のポイント（チェックリスト） 

①居室・居宅のようすから 

  不審な契約書、請求書、宅配業者の不在通知などはないか 

  不審な健康食品や新品の布団など同じような商品が大量にないか   

  屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がみられないか  

  通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか    

  複数社から配達された新聞や景品類はないか 

  不審な事業者が出入りしている形跡はないか 

②高齢者本人の言動や態度などから 

  不審な電話のやり取りや、電話口で困っているようすはないか 

  生活費が不足するなど、お金に困っているようすはないか 

  預金通帳などに不審な出金の記録はないか 

―高齢者の「見守り」と「気づき」― 第４回あわじ地域づくりラウンドテーブルのご案内 

地域のお宝を活かしたまちづくり 

洲本市街地陀仏川の山裾にひっそり佇む春陽荘

は、昭和16年風水をもとに設計され、地元の大工棟梁

が７年の年月をかけて完成させた近代和風建築です。

今では難しい伝統の技、職人の遊び心が光る意匠が、

４代目家主によって新たな地域資源として再生されよう

としています。それらの歴史文化的な価値を持つ地域

のお宝を活かしたまちづくりについて考えます。 

1.日時 平成30年2月16日(金) 13:30～16:00 

2.場所 春陽荘（洲本市宇山2丁目5－4） 

  国登録有形文化財・兵庫県景観形成重要建造物に指定 

3.内容  

 ①高山傑氏の案内で春陽荘内を見学     

  ② 歴史文化資産を活かしたまちづくりについて 

   講師：高山 傑 氏（春陽荘 家主） 

   講師：兵庫県ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ協会淡路支部     

4.定員30名（定員になり次第締め切ります。） 

5.参加費 500円（茶菓子代） 

お問い合わせ・申込先 

 淡路県民局県民交流室県民・商工労政課 

   Tel0799-26-2043 Fax 0799-24-6934 

  e-mail  awajikem@pref.hyogo.lg.jp 

 

 迷ったときは迷わず、消費者ホットラインにお電話くだ
さい。市や県が設置するお近くの消費相談窓口につな
がります。 
 

消費者ホットライン 

局番なし １８８番 （いやや！） 

 高齢者の消費者トラブルが年々増加しています。 
 高齢者のトラブルを防ぐためには、家族や周囲による
「見守り」と「気づき」がポイントになります。 
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□□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎0799-52-0260 □Ｆ 0799-52-3072 
 

引き裂かれる親子の情愛「 阿 波 十 」  

     

 

□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 中高生800円  

 小学生600円  幼児200円 

※上演時間・内容が変わる場合あり 

 
30名様以上・15日前までに予約必

要 □時 9:00、１6:00 

◆淡路人形座 ２月公演 

臨時公演 

定時公演 

きみもみらいの 
宇宙博士になれる 

◆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 1月20日○土 ～2月25日○日 （2月5

日○月 ・6日○火 は休園日のため除く） 

□時 10:00～16:00 □場 ビジター棟 

□￥イベントにより異なる（別途入

園料、駐車料金が必要） 

 

 
 

□日 1月20日○土 ～2月25日○日 （2月5

日○月 ・6日○火 は休園日のため除く） 

□時 9:30～16:30 （最終入庫15：

30） □場 淡路口駐車場 □対 普通

車、自動二輪車のみ 

 

□所〒656-2401 淡路市岩屋2942-17      

□☎0799-72-5321 □F  0799-72-5322 

□休 月曜日 

 

□日 ２月3日○土 、10日○土 、17日○土 、

24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）

回数券5枚つづり2,300円 

 
□日 2月17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 

 

 
舞台・照明・音響の基礎講座  

受講生募集！！     

□日 2月25日○日 、3月4日○日 、11日○日  

□時 9:30～17:00 □定 20名  □切 2月

24日○土  □￥ 無料 □会 アソンブレホール 

 

 

□日 3月18日○日  □時 13：00～□会 アソ

ンブレホール □定３５組（定員になり次

第締切）□期２月６日○火～20日○火  

□￥3,000円(申し込み時） 

◆淡路市立アソンブレホール 

平成29年度 ステージ
オペレーター養成講座 

ウクレレ教室 

健康体操 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ 0799-24-4452 

 

 

□日 2月1日○木 ～18日○日  □時 9:00～

21:00 □休 月曜休館 □会 １階アー

ルギャルリー □￥ 観覧無料 

◆洲本市民交流センター 

洲本市公私立保育所(園） 
・認定こども園幼児画展  

 

 

□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1,500円 70歳以上750円、

高校生以下無料 

 

 
 

□日 1月20日○土 ～3月4日○日  

 
 

□日 2月5日○月 ～18日○日  

 

 

  

□日 1月20日○土 ～2月18日○日    

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

奇跡の星の植物館フォトコンテスト  
人気投票受付中！  

おもしろおかしいランコンテスト2018 

特別展淡路夢舞台ラン展２０１８ 

淡路口駐車場無料キャンペーン 

◆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 

 

 

・フリーマーケット・飲食・野外ス

テージ・ホール内ステージなど、楽し

いイベントを多数開催予定！！ 

・各種出店者・屋外ステージ出演者募

集してます。 

□日 2月25日○日  10:00～16:00＜雨天

決行＞ 
 

 
 

〇色のカルチャー教室inしづかホール 

2月のテーマ：飲食業/食料品販売 

□日 2月8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 2月7日○水 、21日○水  □時 15:30～

16:30 □￥ 500円/回 

カルチャー教室  

第8回しづかマルシェ  

 

□所〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎0799-74-0250 □F 0799-74-0256 

□時 10:00～18:30 

□休 木曜日/祝日（木曜日が祝日の場合は

翌日） 

 

 

～この想いを、とどけて♡～ 

サンシャインホール1階ロビーで開催す

るフリーコンサートです。 

□日 2月11日○日  □時 14:00～14:40 

□￥ 観覧無料 
 

 
 

〇サンシャイン子供英語教室 

～歌とダンスで英語に触れ合う～

□日 2月5日 ○月 、19日 ○月 □時 15:30～

16:10 □￥ 500円 □場 サンシャイン

ホール  □対 ０歳～６歳  □問 080-

3679-4016 

◆淡路市立サンシャインホール 

カルチャースクール案内 

ふだんぎロビーコンサート 

アソンブレカラオケ大会 
出演者募集 

 

 
□日 2月中旬まで □場 洲本市民広場 
□問 (一財）淡路島くにうみ協会 
☎0799-24-2001 
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インフォメーション 

◆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 
  

〇〇第3回フレッシュコンサート 

 進藤実優ピアノコンサート 

□日 2月４日○日  □時 14:00開演  

□￥ 指定席3,000円/自由席  一般

2,000円  学生1,000円  □会 文化

ホール『しばえもん座』 
〇〇ドラゴンクエストスペシャル
コンサート 
□日 2月11日○日 ○祝  □時 16:00開演  

□￥ 指定席4,000円/自由席3,500円 

□会 大ホール  
〇〇淡路フィルハーモニー管弦楽
団第24回定期演奏会 
□日 2月18日○日  □時 14:00開演  

□￥ 無料 □会 文化ホール『しばえも

ん座』 

平成29年 
淡路洋画セミナー作品展 

 

□所 〒656-1521 淡路市多賀600 

☎0799-85-1391 □F 0799-85-0400 

□時 9:00～17:00 □￥ 観覧無料 

 

 
 平成２９年度淡路文化会館「淡
路洋画セミナー」の受講生が、講
座の中で制作した作品とセミナー
講師（祢宜田完治氏）の作品約70
点展示 

□日 2月4日○日 ～23日○金  □会 美術展示
室・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  

編集だより 
 私の趣味はマラソン、30才から走り始
めて約38年になります。走り始めたきっ
かけは肥満解消のためです。25才で結婚
してから幸せ太りか、5年で20Kg近く増
えました。えらいこっちゃ、このままで
は・・・と思い、少しでも減量しようと
走り始めました。それから2年で元に戻
り、現在まで体重がほとんど変わりませ
ん。走る歩くにかかわらずスポーツで体
を動かすっていいですね。まだまだ寒い
日が続きますが、外に出て体を動かしま
せんか。 
       （応援隊：田処壱久） 

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

     ☎□F 0799-22-3322  

 

 

□日2月3日○土 □時14:00～16:00   

□会 4F教室 □￥ 受講無料  □定 20名 

※個 別 相 談会2名※ 予 約 者優 先 

□問 あかし若者サポートステーショ

ン ☎078-915-0677 

「好きなことを仕事にしていく」 

ための講座 

 
日時：平成３０年 ３ 月 ４ 日（ 日 ） １４：００～１６：００ 
場所：サンシャインホール（淡路市浦１４８－１） 
 

 生きる歓びを歌とともに表現する。 

淡路地域で活動している音楽関係団体や愛好家によって構成される淡路声

楽セミナーの自主運営によるコンサートです。 

〇なつかしい日本の歌や外国の歌曲、ミュジカル、オペラのアリア等 

〇特別企画：淡路出身の故阿久悠氏が作曲した曲の合唱メドレー 

□問 淡路声楽セミナースプリングコンサート実行委員会 平塚 義行 ☎090-7493-1754 

 

 

 □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 2月3日○土 ～４月1日○日    

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで） 

※2月12日○月○祝は開館、翌日休館  

 

 
 

□日 2月25日○日  □時 14:00～ □￥ 参加

費無料（ただし、入場料は必要）  

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館 

淡路島のぶろんず展 

ギャラリートーク 

 

□所 〒656-0022洲本市海岸通1-11-1 

☎0799-24-2001 □F 0799-25-2521 

 

 

 
 

  
 入賞作品の発表、表彰式のほか、
特別講演会として俳人の有馬 朗人
氏に俳句の魅力等についてお話しい
ただきます。 

□日 2月25日○日 14:00～16:30 

□題 西洋の詩と東洋の詩、特に俳句 

□講 有馬 朗人 氏(俳人） 

□定 300名(事前申し込み必要） 

□￥ 無料 □会 洲本市文化体育館 

 
 

 

 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。※申請書

は当協会ホームページよりダウン 

ロード可 

（http://www.kuniumi.or.jp/) 

申請期限：３月２日○金  

申請先：(一財）淡路島くにうみ協会 

◆(一財）淡路島くにうみ協会 

第九回永田青嵐顕彰全国俳
句大会 表彰式・特別講演会 

(第6回淡路島くにうみ講座） 

平成30年度 地域活性化助成
事業 申請団体募集 

♪ 


