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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん － 

発行日 201８年３月1日 

Ｐ1 瓦とひなまつり Ｐ2 陶器のひな人形、戸塚刺繍額のひな人形 Ｐ3 しだれ梅とひな人形、八千代あられP4 木の温もりのあるひな人形、折り紙のひな人形 Ｐ5 おひな

さまがいっぱい！、ひなまつりケーキ寿司Ｐ６ 淡路文化会館・淡路消費生活センターからのお知らせ・県民交流広場紹介Ｐ７.８  淡路の文化活動・イベント
VOL.190 

開催期間 ２月１０日（土）～４月８日（日） ９:００～１７：００ 

 ※開催期間中は無休です。 

場所： 南あわじ市産業文化センター  

          南あわじ市津井２２８５－４ ☎0799-38-0680 
  問い合わせ：「瓦とひなの会」 代表前谷さん ☎090-5133-9800 
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おひな様のお道具でおままごとをしたいと思ったことありませんか? ここで

は、おひな様のお道具で自由に遊ぶことが出来ます。子どもの着物も無料でレ

ンタルされていて、それを着ておままごとをしたりおひな様と記念写真を撮影し

たりしませんか。お母さんにもお嬢さんにもいい思い出になると思います。                             

「南あわじ市津井の

南あわじ市産業文化セ

ンター展示棟」 駐車場

から展示棟までの瓦を

使った道の両脇の芝生

の上や展示物のあちこ

ちでおひな様がお迎えし

てくれます。展示棟の中

に入ると、400年の伝統

を 受 け 継 い だ 津 井 の

瓦、昭和50年過ぎまで

使われていた窯を模し

ただるま窯、瓦作りに使

われた数々の道具、鬼

瓦、瓦などに、おひな様

が溢れる様に工夫を凝

らして展示されていま

す。 

 ひな人形は、女の子が

生まれたときに両親や祖

父母から健やかな成長と

幸 せ を 願 っ て 贈 ら れ ま

す。幸せになり役目の終

わったひな人形が集められ、ここを訪れた子どもたち全ての健康と

幸せを願って新たなお役目をになっていただくように、毎年人形供

養をしてから飾りつけをしています。  （応援隊：坂本 厚子） 

https://maps.google.com/?q=%E5%8D%97%E3%81%82%E3%82%8F%E3%81%98%E5%B8%82%E6%B4%A5%E4%BA%95%EF%BC%92%EF%BC%92%EF%BC%98%EF%BC%95%EF%BC%8D%EF%BC%94%E3%80%80%E2%98%8E%EF%BC%90%EF%BC%97%EF%BC%99%EF%BC%99&entry=gmail&source=g
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 ♪おだいりさまとおひなさま ふたりならんで 

すましがお:……♪ 

 それぞれ違った雰囲気で「可愛い！」がぴったりのおひな様が並んでいます。制作者

の松本ひづるさんは、淡路市釜口の工房「好去好来釜（こうきこうらいがま）」で多くの

種類の作品を作っています。おひな様を作り始めたきっかけは、１２年前から陶芸家グ

ループと「淡路土音（つちおと）」と題して毎年１月～２月に展覧会を開催していました。

季節がら｢おひな様｣の時期と重なり、毎年違った雰囲気のおひな様を制作しました。 

 最初の頃は、淡路島の土と信楽の土との混合で静かな中にも凛としたおひ

な様を作られ、赤い毛せんに飾り、その後、立びな、ミニおひな様のバックに

富士山や朝日を作ったお祝びな、お香びな、陶プレートびな（フレームに入れ

たもの）、マグカップびな（おひな様のレリーフをマグカップにつけたもの）ま

で、約１０年間で２００組ぐらい制作されています。 

 「最近は、陶器だけではなく異なる分野の作家との合同展（木工、絵

画、ハンドメイドクラブなど）をしているが視野や夢が広がり、今までの陶

器を大切に、その上にプラスの部分を取り入れて挑戦している。」と熱く

語っておられました。「まだまだこれからも世界で一つだけの素晴らしい

作品を作り出し、多くの方々に元気と優しさを醸しだす土音を響かせた

い。」と語られる姿は、子どものように目はきらきら輝き、新年から私も元

気をいただきました。              （応援隊:廣岡 ひろ子) 

Page ２ 応援隊取材記事 ・陶器のひな人形 

                             ・戸塚刺繍額のひな人形 

 「好去好来窯」松本ひづる /  淡路市釜口１４３５ /  （０９０－４４５９－１４９８） 

 昨年１１月、洲本アルチザンスクエアで行われた戸塚刺繍

作品展で、とても素敵なおだいり様、おひな様の額が目にとま

りました。制作者は増井ふみゑさん。（南あわじ市福良） 

 御年９４才。応援隊が増井さんのお宅を訪問させていただき

ました。玄関も居間も、増井さんの制作室も、作品で一杯で

す。お気に入りの着物の柄をモチーフにしたもの、淡路島の風

景を描写した大きな額、四季おりおりの植物、まるで絵画の世

界です。若い頃始めた刺繍を「なによりの生きがい」と、一針一

針にまごころを込めて刺します。 

 取材した１２月も、まもなく結婚式を挙

げられる姪御さんの為に刺繍のメッ

セージタペストリーを。また、昨年２月

に誕生した曾孫（男の子）の為に、かぶ

との額を制作中。「刺しゅうのおかげで

毎日充実した日々を過ごしています。」

と話す増井さん。ますますお元気で。 

    （応援隊：村上 紀代美、川原 雅代） 

 友達は施設に入ったり、お子様の所へ行ったりで私一人

になりましたが、私の友達はやはり刺しゅうです。 

 一番先に生まれた曾孫は、先日千葉までおひな様の額を

持って帰ってくれました。あとの外曾孫四人にもお祝い

に、一針一針まごころのこもったおひな様の額をもらって

いただけるのは最高の喜びです。(後略 文  桝井 正子) 

 

松本 ひづるさん 
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Page 3 応援隊取材記事・しだれ梅とひな人形 

         ・八千代あられ 

 しだれ梅で有名な南あわじ市八木

の村上邸では、しだれ梅の開花時期

に合わせて、４-５年前から表座敷に

ひな人形を飾っています。  

 おそらく西日本一のこのしだれ紅梅の品種は「藤牡丹」。樹齢６０年以上、高さ約８ｍ、幅約１２.５ｍ幹周り１．６mも

ある大木です。満開の時期には濃いピンク色の花が一斉にびっしりと咲き、甘い香りが辺り一面に漂います。甘い

香りに誘われて、メジロなどの野鳥が遊びに来てアマチュアカメラマンを楽しませています。  

 開花情報などの問い合わせは、南あわじ市観光案内所 TEL０７９９－５２－２３３６まで。  （応援隊:川原 雅代) 

 

※ 山あいの静かな集落です。個人宅や近隣住民に迷惑をかけないよう駐車マナーや鑑賞マナーを守ってください。                     

 

 淡 路 市 志 筑 １ ７ ８ ４ － ２  T E L ＆ F A X （ ０ ７ ９ ９ － ６ ２ － ０ ４ ０ ６ ） 

営業時間  平日９：００ ~１６：００定休日：日曜、祝祭日  代表  津守  正和 

  

 良質な国内産水稲もち米【淡路島産たまねぎ・のり・自家採取はちみつ】を使用し、変

わらぬ味、製法を60年間引き継ぎ、あられ職人が丁寧に手造りした米菓製造。 

 懐かしい昔ながらの美味しさを引き継ぎ、はちみつ入りあられ、慶巻、たまねぎコロコ

ロ、スヤキおかき・珍しい昆布茶等に入れるぶぶあられ、期間限定のかきもち（海老・青

のり・黒豆・ごま・あっさり砂糖）５種類・ひなあられ等々・・・ 

 最近は、島内の直売店にも登場していますが、淡路市志筑にお店がありますので来

店してください。いろいろな商品がまだまだ発見できますよ！貴方の舌で確認してくださ

いね。                                     （応援隊:岡 まさよ) 
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 洲本市下加茂にある特別養護老人ホーム「くにうみ

の里」にたくさんの組み木や立体パズル、木のおもちゃ

などが飾られて利用者の方々や訪れる人達の心を和

ませていると伺い、くにうみの里を訪ねました。 

 組み木の製作者は、白石紘三（しらいし こうぞう）さん。

長年、病院の放射線技師として勤めながら組み木や山野

草を趣味にしてこられました。独学で木工作品を作り続け、

たくさん出来上がったので、当施設や他の福祉施設にも贈

られています。 

 材料は、廃材をリサイクルして使い、とてもエコ。もともと

竹細工が好きで、木の温もりがあるおもちゃもお孫さんに

作ってあげていたのですが、たくさんたまってきたものを多

くの人に楽しんでもらいたいという思いが強くなったそうで

す。これからも作りたいものが一杯あるので、さらに作り続

けていきたいと熱く語られています。 

 季節の変わり目の節句にいろいろなものを飾ったり、愛

でたりする日本文化は誇るべきものです。立春を過ぎて、

だんだん暖かくなり始める頃、ひな人形を飾り、健やかな

女児の成長を願うひな祭り・・。白石さん

が作ったひな人形は、色付けしたものも

白木のものも味わいと素朴な温もりがあ

り、桃の節句にぴったりです。 

  また、各節季ごとの飾りや干支などの他にも立体パズル

で変わったものを作ることをモットーにして、同じものは作ら

ないようにしておられます。立体パズルは、脳の活性化に

もなり、利用者の方々には大好評です。外部からの見学者

の方々もいろいろなところに置かれた組み木や立体パズ

ルの話で盛り上がるそうです。 

 くにうみの里では、２Ｆの語らいコーナーで書や絵画の展

示をしたり、各種イベントが行われて、一般の方々も見学

や参加ができるようになっています。そんな機会に、是非

「白石さんの組み木・立体パズルワールド」の温もりに浸っ

てみて下さい。                           

                         （応援隊：中田 浩嗣） 

 

Page 4 応援隊取材記事 ・木の温もりのあるひな人形 

            ・折り紙のひな人形 

 「日本折り紙協会講師」の中谷 まゆみさんに折り紙で作ったひな人形を見せて頂きました。今回見せて頂いたも

のは、「国際折り紙協会兵庫県代表」の石橋美奈子さんが考えた折り紙です。立体感があり、手作りの温かみを感じ

るおひな様です。金屏風もひな壇も、ボンボリもすべて折り紙です。火鉢やたんすなども折り紙で作るそうです。早速

私も作ってみました。結構うまく折れましたが、広告の紙では風情が出ません。折り紙の柄選びをするのがとても楽

しいと言われたので、百均でさがそうと思っています。今年のひな祭りは手作りのひな人形を飾りませんか？淡路文

化会館の玄関にも飾ってみようと思います。みなさん見に来てください。         （淡路文化会館 安井 由美） 
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材料：お米、昆布、サーモン（生食用）、しめじ、干し椎茸、春菊、人参、きゅうり、パプ

リカ、玉ねぎ、卵、キヌサヤ、アボカド、レモン、（生ハム、白ごま、大葉、紅

しょうが） 

調味料：塩、サラダ油、オリーブオイル、砂糖、醤油、酢、酒、みりん 

《作り方》 

１.すし型の作り方⇒カラの飲料紙パックを用意し、
厚さ３cmの輪切にします。 
２.下処理 
＊お米は、昆布を入れて炊き、熱い間に寿司酢と合わせ切るよう
に混ぜ冷ましておく。 
＊玉ねぎと黄パプリカと赤パプリカは、ヘタとワタを取って約３
ｍm幅に切り、塩少々をふっておき、少ししんなりしたところで
甘酢とレモン少々、オリーブオイル少々に漬けておきます。 
＊しめじは、フライパンにオリーブオイルを入れ塩少々で炒める。 
＊あらかじめ戻しておいた干し椎茸を砂糖、醤油、酒を入れ、甘
く煮含める。 
＊卵は、割りほぐし、出し汁、塩、みりん少々を加え、サラダ油
を引いた卵焼き器で薄く焼き、錦糸卵を作る。 
＊アボカドは、皮をむき、種を取り除いて幅5mmに切り、レモ
ン汁をかける。 
＊人参は、薄くスライスの後、型を抜き、塩を入れた熱湯でゆでる。 
＊春菊は、塩を入れたたっぷりの熱湯でサッとゆで、冷水で冷ま
し、ザルに上げ白だし少々と合わせる。 
＊キヌサヤは、塩を入れたたっぷりの熱湯でサッとゆで、冷水で
冷ます。 
＊きゅうりは、飾り切りしておく。 
３.すし型にサランラップをひき、すし飯、椎茸の含め煮、すし飯
の順番に重ねて上からスプーンの腹で押し、平らにする。 
 さらに薄焼き卵、サーモン、アボカド、きゅうり、パプリカな
どを盛り付ける。生ハム、紅しょうが、白ごま、大葉などでアレ
ンジもしてみて下さい。型を上にスルスルと抜けば完成です。    
            （料理の達人応援隊：竹代 結） 

 

 

※ かわいいおだいり様とおひな様の安全を

確保するため、大勢の大人が後ろで二人を支

えています。      （応援隊：川原） 
わたしの初節句の写真です。 

(昭和39年3月）応援隊：田村 

Page ５ 応援隊取材記事 ・おひなさまがいっぱい！ 

         ・ ひ な 祭 り ケ ー キ 寿 司 

応援隊の母（中村 以和

子85歳)が津名高校時代

に描いた作品 
 

 

 



ポケットあわじvol.1９０ ２０１８年３月号 

 

 

Page ６淡路文化会館・兵庫県淡路消費生活センターからのお知らせ・県民交流広場紹介 

淡路の文化活動・イベント情報 

 
 

   

 

県消費生活相談窓口変更のお知らせ 

 現在、県淡路消費生活センターで行ってい
る消費生活相談業務を平成３０年４月１日
以降、県消費生活総合センター（神戸市中
央区）に集約します。このことに伴い、 

県淡路消費生活センターの消費生
活相談業務は、 
平成３０年３月末をもって終了します。 

平成３０年度以降の県消費生活相談窓口 
県消費生活総合センター ☎078-303-0999 
または消費者ホットライン 
 

局番なし          （いやや！） 
 

消費者ホットライン１８８番からも、市や
県が設置するお近くの消費生活相談窓口につ
ながります。 
なお消費生活相談以外の、消費者教育、普及

啓発等の業務は淡路県民局県民交流室県民・商工
労政課（消費者センター）で行います。 
 

◆問合せ先 淡路消費生活センター 0799-26-3360 

 

「西淡志知地区県民交流広場」 
 西淡志知地区では、地区歩こう会等のイベント開
催、炊き出し体験、試食会等の防災意識向上に向け
た啓発活動、地域一斉清掃等の活動に取り組んでい
ます。 
 １月１９日(金）、西淡志知小学校児童と老人ク
ラブや地域の方、保護者、祖父母の、約１００名が
参加してふれあい・防災行事を行いました。 
 ふれあい行事では、家庭で体験する機会が少なく
なった餅つきを行い、おじいさんやお父さんの息の
合った餅つきに会場からは「おぉー。」と歓声が上
がっていました。子どもたちも負けじと杵を振り下
ろし、柔らかいおいしそうなお餅ができあがりまし
た。   
 防災行事では、地区ごとに集まって「防災お菓子
バッグづくり」に取り組みました。もしも災害が起
きて避難することになれば、非常持ち出し袋が役に
立ちます。お菓子でつくる防災バッグは、子どもた
ちの防災への関心や意欲を高めることにつながるだ
けでなく、家族で防災について話し合うきっかけに
もなりました。 
 地域の方々と交流する中でお互いの顔や名前を覚
え、子どもたちは「みんなで助け合って災害から命
を守ろう」と考えることができたようです。 

（南あわじ市立西淡志知小学校教頭 山下百合香） 

 

 

 

 日頃グループ活動をしている皆さん、こんなことに
困っていませんか？ 

活動する場所がない。使用料が高い。会場が狭い。思
いっ切り音が出せない。印刷をするところがない。 

 こんな時は淡路文化会館内にある「生活創造情報
プラザ」を活用ください。淡路地域での新しいライフス
タイルの創造に向け、芸術・文化・健康・まちづくり等
に取り組むグループ活動の拠点として利用できる施
設です。 

最初にグループ登録していただくだけです。(無料） 

現在11４団体が登録しています。（H30.2現在） 

・利用料は無料です。 

 ・ブース、スペース、和室、多目的室などの部屋有 

 ・印刷は5000枚/月まで無料（用紙別） 

貴方のグループも登録をして、利用ください。 

□問淡路文化会館 ☎0799-851391 
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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 

 

□□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎0799-52-0260 □Ｆ0799-52-3072 
 

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 

 

 
 若武者の悲劇「一谷嫩軍記 須磨
浦組討の段」 

源平の戦いに破れ「煙島」に眠る

平 敦盛を偲び「一谷嫩軍記 須磨

浦組討の段」を上演します。 

□日３月19日○月 ～21日○水 ○祝  

□時11:10  

◆淡路人形座 ３月公演 

臨時公演 

定時公演 

 

□所〒656-2401 淡路市岩屋2942-17      

□☎0799-72-5321 □F  0799-72-5322 

□休 月曜日 

 

□日3月3日○土 、10日○土 、17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3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 

 

 

□日3月18日○日  □時13：00～ 

□会アソンブレホール □￥入場無料 

◆淡路市立アソンブレホール 

ウクレレ教室 

健康体操 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ0799-24-4452 

 

□日2月1日○木 ～18日○日  □時9:00～ 

  淡路文化会館淡路洋画セミナーの

受講生が制作した洋画、デッサン

を展示します。 

□日 3月4日○日 ～16日○金  □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 

淡路洋画セミナー作品展  

 

 

□□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

☎☎☎0799-72-2000 □□□ＦＦＦ0799-72-2100         

       □日3月3日○土 ～16日○金  □時9:30～17:00 □場春一番の丘 

       □￥イベントにより異なる（別途入園料が必要） 
桜まつり 

◆淡路島国営明石海峡公園 

◆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 

 

 

 普段見ることが出来ないピアノ

の構造が間近で見られるメンテナ

ンス風景を公開します。 

□日 3月21日○水 ○祝  □時 開場/10:00 

開演/10:30～12:00 □対 ピアノに

興味のある方 □￥ 無料 

  

 
 

色のカルチャー教室inしづかホール 

 仕事でいきる「色」学びません

か？3月のテーマ：インテリア/建

築/不動産 

□日 3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 
 

しづか子供英語教室 

□日 3月7日○水 、28日○水  □時 15:30～

16:30 □￥500円/回 

教室  

ピアノのメンテナンス公開講座  

 

□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） 

 

 

～つなごう想い出いっぱい～ 

□日3月11日○日  □時14:00開演(13:30開

場）□￥500円（お茶とお菓子付）※全

席自由 ※未就学児無料 
 

 
 

 
 

□日3月25日○日  □時14:00開演(13:30

開場） □￥ 大人1000円(当日1300

円）/高 校 生 以 下500円(当 日800

円） ※全席自由  

◆淡路市立サンシャインホール 

Meet the Music 
「絵本と音楽の出会い」 

ふだんぎコンサート 

アソンブレカラオケ大会 

今月のトピックス 
 

 

□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） 

 
 

□日３月11○日   □時14:00～ 

□￥参加費無料 (入館料は必要） 

□講定松 佳重 氏 

 

 

 
  

□日3月25日○日   

□時10:00～/13:30～ □会多目的室 

□定各20名 ※事前申込要(先着順） 

□￥ 松 帆 銅 鐸1,000円/古 津 路 銅 剣

500円 ※入館料も必要 

◆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 

ミニチュアの松帆銅鐸や      
古津路銅剣を作ろう！ 
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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3,500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  

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 
  

〇〇スーパーキッズ・オーケストラ 
A Musci Letter ｖol.4 
～淡路島から東日本へ 音楽のメッセージ～ 

がんばれ！被災地の子どもたち！！ 

□日 3月4日○日  □時 14:00開演 

□￥ 500円(全席自由) □会 文化ホー

ル『しばえもん座』 

〇〇神野美伽コンサート 
□日 3月7日○水  □時 17:00開演    

□￥ 5,500円(全席指定）□会 大ホール  
〇〇ヤマハスプリングコンサート
2018 
□日 3月11日○日  □時 14:00開演  

□￥ 無料 □会 文化ホール『しばえも

ん座』 
 

〇〇「100cm×100人」写真展 
□日 3月11日○日  □時 10:00～18:00 

□￥ 無料 □会 会議室1A 

〇〇洲本吹奏楽団第33回定期演奏
会 
□日 3月25日○日  □時 14:00開演  

□￥ 無料 □会 文化ホール『しばえも

ん座』 

〇〇らんフェスタ2018 
□日 3月31日○土 ・4月1日○日 □時 10:00

～17:00（最終日16:00まで）  

□￥ 無料/教室参加費500円 □会 会議

室１A-2・３ 

 

平成29年度 
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 

 

 
 淡路文化会館「いざなぎ学園」
大学・大学院の今年度のまとめの
作品展  

□日 3月1日 ○木 ～14日 ○水 （最 終 日 は
15:00まで）□会 美術展示室・県民
ギャラリー 

 

 

 

 平成２９年度淡路文化会館「淡
路日本画セミナー」の受講生が、
兵庫県日本画家連盟会員 栗村浩
史氏の指導の下、制作した作品約
50点展示 

□日 3月16日○金 ～４月5日○木  □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 
 「ポケットあわじ」がカラー版に

なって1周年記念です。おかげさま

でたくさんの方に「いいね」をいた

だき、応援隊一同、取材への励みと

なっています。現在応援隊は20名

で十分な情報が得られない、伝えら

れない等もあるかと思いますが、今

後も素晴らしい「ふるさと淡路島」

をお伝えしていけたらと思います。

今後ともご愛読よろしくお願いしま

す。 
淡路文化会館 ポケットあわじ担当安井  

 

□所 〒656-0022洲本市海岸通1-11-1 

☎0799-24-2001 □F 0799-25-2521 

 

 
 

 3月17日に淡路夢舞台国際会議場
で行うオープニングでは園芸家の上
田広樹氏の講演があります。3月24
日からは淡路島国営明石海峡公園で
「お絵かき花壇づくりコンテスト」
の作品の展示他、花と緑の写真教室
やクイズラリーなど多彩なイベント
を開催 

□日 ３月17日○土 ～5月27日○日  

□会 淡路夢舞台ほか淡路島全島で開催 
□￥ 散策自由(一部有料）  

 詳しくはHP「淡路花祭」へ  

◆(一財）淡路島くにうみ協会 

淡路花祭２０１８春開催！  
平成29年度 

いざなぎ学園作品展 

 

 

□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） 

 

 

□日 3月3日○土 ～4日○日  □￥ 大人1,500

円 70歳以上750円、高校生以下無料 

 

 
 

□日 3月4日○日  □時 13:30～ □￥ 大人

1,500円 70歳以上750円、高校生

以下無料 

 

 
 

□日 3月10日○土 ～4月15日○日  □￥ 入館

料：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」 

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

     ☎□F 0799-22-3322  

 

 

洲本市市民工房l教室利用者による

絵画・書道・絵手紙・工芸の作品展 

□日3月3日○土～10日○土 ※8日○木は休館日 

□時 10:00～17:00 最 終 日(10日）は

16:00まで □会３Fギャラリー   

□￥鑑賞無料 

 
 

□日 3月17日○土  11:00～20:00 

    18日○日  10:00～16:00 

□会 ３Fギャラリー □￥ 鑑賞無料  

傑作！できばえおみごと展 

第6回 島内高校美術部作品展 ランナーセリー即売会 

淡路夢舞台ラン展 
ランオークション 

春爛漫 花見の庭２０１８ 


