
ポケットあわじvol.224 202１年３月号 

 

 

－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

発行日 202１年３月1日 

 

月
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 10年位前より、元中学校教師の大星貴資（おおぼしたかし）さ

んから、「事故を風化させないために」と絵本づくりを持ち

かけられていた田島さん。しかし、事故の詳細がはっきりつ

かめず執筆には至りませんでした。田島さんのどの絵本も

「人をおもう心」が大きな柱になっています。2018年の沈没

事故の慰霊碑での和歌山県からの参拝者や、翌年の家族連れ

との出会いがきっかけで、この事実に「人をおもう心」を感

じ、執筆にとりかかりました。そして、絵本は今までにない

１年位の早さでできたそうです。 

 田島さんは、大星さんをはじめ、当時を知る88歳の漁師さんの話

から想像を組み立てて思いを深め、描き始めました。そして、島で

生まれ育った木戸内福美（きどうちよしみ）さんと力を合わせ、漁師さ

ん達にも助けられてはじめて海の絵本を完成させたそうです。 

 「人を思いやるやさしさ、家族の絆、悲しみを乗り越える強さ、平

和の大切さ、命の尊さ…。」を子どもたち一人ひとりに感じてもらえ

ればと思います。皆さまも身近で起きた事故のこと、ひろし君の気

持ちなど、この絵本を一度手にとって心静かに考えてみませんか。  

                          （応援隊：廣岡 ひろ子） 

Ｐ1 せきれい丸 Ｐ2 兜池・菊水の井戸 Ｐ3 まごじろ・ピノキオの会 P4 「聖地」巡礼 Ｐ5 なんのちゃんの第二次世界大戦 
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も
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 物語の主人公は戦争で父を亡くしたひろし。せきれい丸の事故に遭い、一緒に乗船した親友りゅう

たが犠牲になる。ひろしは漁師のりゅうたの父に救助されたが、友の代わりに生き残ったことに苦し

み、悩みながら、親友の家の漁業を手伝い、漁師になることを決意し立ち直る。 

 終戦間もない1945年12月9日、淡路島の岩屋港から対岸の明石港に向かう連絡船が明

石海峡で強風を受け沈没し、304人もの尊い命が失われました。この事故を題材にした

絵本「せきれい丸」が75年後の2020年11月、「ふしぎなともだち」「のら犬ボン」など

で知られる淡路市黒谷在住の田島征彦（たじまゆきひこ）さんにより、一人の少年の物語を

通し、命の重み、悲しみを乗り越えて生きる力を描いた絵本として刊行されました。 
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Page ２ 応援隊取材記事・兜池（かぶといけ） 

          ・菊水の井戸 
 

＊現在の菊水の井戸は、当時と同じ浄土寺（都志大浜）境内に、掘りかえし（1751～1764年、1854年）や道路拡張工事

（1999年）等による移動で4代目の井戸となります。                    （応援隊：瀬戸 由美子） 

 この民話の舞台となった兜池は実存する池で

す。お話は「今に兜が埋まったままにあるそう

な。」と締めくくられており、「池を探せば兜

がでてくるのでは…？」とロマンを掻き立てら

れるのは、応援隊だけでしょうか？ 

 洲本土地改良事務所の方がご提供下さった兜

池の資料の中に、ため池台帳というものがあり、そこには現況写真が載せられてい

ました。撮影された時期は、かなり水位が低くなっており、一部池底が見えていた

そうですが、兜が出たという話はないようです。（応援隊：楠 幸惠・平見 幸子） 

人物淡路史～古代から現代まで～ 

菅越後守の事が載っている本で

す。併せて読むと楽しいです！ 

 

＊現在の菊水の井戸は、当時と同じ浄土寺（都志大浜）境内に、掘りかえし（1751～1764年、1854年）や道路拡張工事

（1999年）等による移動で4代目の井戸となります。                    （応援隊：瀬戸 由美子） 
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問い合わせ先：松帆活性化センター TEL 0799-36-2137 

Page ３ 応援隊取材記事・紙芝居「まごじろ」 

      ・読み聞かせ教室 ピノキオの会 

１月６日南あわじ市中央公民館で、読み聞かせ教室ピノキオの会のお

話し会を観てきました。大型絵本、楽しい紙芝居、エプロンシアター、

パネルシアター、絵本等盛りだくさんのお話や、ピノキオ体操、歌、手

品まで、子ども達が飽きることなく集中してお話の中に引き込まれてい

ました。大人が観ても、とても楽しい時間でした。 

お話し会の後、代表の田丸典子さんにお話をうかがいました。読み聞

かせ教室ピノキオの会は、平成３年結成で、30年活動をしているベテラ

ングループです。南あわじ市全域で月一回程度活動しているそうです。

幼稚園や小学校、老人施設にも行って公演するそうです。みなさんスキ

ルが高いベテラン揃い。ぜひ一度ピノキオの会のお話の世界を経験して

みてください。優しい気持ちになれますよ。 

                                （応援隊：坂本 厚子、川原 雅代）  

＊「まごじろ」は、津井に伝わる昔話で 故興津清八さんから聞いた話を日種和子さんが平成11年に文章に起こし、長年商

業美術の仕事をされていた岡田昭一さんが絵を担当されたピノキオの会自作の紙芝居です。 
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Page 4 応援隊取材記事 ・「聖地」巡礼 

 

応援隊おススメの「聖地」巡礼マップ 

絵本や民話の舞台となった場所を巡って

思いをはせるのもよし♪ 

映画を観てからロケ地を巡って感想を語

り合うのもよし♪ 

ドラマのロケ地を巡ってヒロイン気分で写

真を撮るのもよし♪ 
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Page ５ 応援隊取材記事 ・なんのちゃんの第二次世界大戦 

この映画の撮影のすべてがなぜ淡路島でのロケになった

のか、脚本・監督の河合健さんにお話を伺いました。 

「私は大阪府岸和田市の出身で高校卒業後に東京へ出

て、映画の勉強やその仕事に携わっていました。その後自

分で企画をした映画を作ることになり、その映画の中心と

なる石材店を東京や大阪で探していましたが、見つかりま

せんでした。それからも各地のいろいろな石材店をまわ

り、やっと見つけたのが南あわじ市にある石材店でした。

この石材店を中心にすべてのロケを淡路島にしたのは、淡

路島フィルムオフィスや各市役所などと相談をした時、と

ても親切に対応してくれたことと淡路島の人たちの人柄が

とてもよかったので、この人たちと一緒に映画を作りたい

と思ったからです。」と話されていました。 

 

私もこの映画を観ましたが、ロケ地として南

あわじ市掃守や洲本市本町、洲本市宇原、洲本

市下加茂、淡路市岩屋、淡路市大磯などの知っ

ている場所がたくさん出てきました。また出演

者の中には私も知っている人がたくさん出てき

ました。 

映画の内容として、河合さんは「太平洋戦争

の平和記念館を設立させることで、ある人物の

過去を改竄（かいざん）しようとする市長と、

それに反対する戦犯遺族の物語です。その攻防

を平成生まれの私が描く、現代と戦争の不透明

な距離間を表現した作品ですのでぜひ観てほし

いと思います。この映画は『ミニシアター作

品』といい、大手映画館やテレビなどでは放映

されません。」とのことでした。 

 オール淡路島ロケ、そして島内の多くの人が

出演されている映画というのは初めてではない

でしょうか。 

ぜひ映画館に行って観てもらいたい映画です

が、島内での上映は、残念ながら2月いっぱいで

終了します。しかし、3月13日(土)から19日(金)

の期間再上映される予定です。また、上映後に

は、河合監督のトークショーも計画されている

とのことですので、ご期待ください。         

            （応援隊：田処 壱久） 

 

【お問い合わせ】 洲本オリオン 電話 0799-22-0265 

エンドロールを観ていると 

  同級生の名前が・・ 

    確認のためリピート 

映画鑑賞後の会話盛り上がること間違いなし♪ 

洲本の○○さん出とっただー  

あのシーン白い鳥がよぉけ来る池だー 

あれってどこだったんで～？ 

 

なんのちゃん上映予定 
 

3月13日(土)から19日(金) 

 土日：14:00～ 、17:30～ 

 平日：14:00～      
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Page ６淡路文化会館・兵庫県淡路県民局・淡路島くにうみ協会からのお知らせ 

淡路の文化活動・イベント情報 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 ☆淡路花博20周年記念 花みどりフェア(春期)開催 
 

 淡路島では期間中、「みなとつながる『花 緑 食の島』

淡路」をテーマにさまざまなイベントを開催します。 

 詳しくは「花みどりフェア」で検索のうえ、公式HPをご確

認ください。 
 

■開催期間 ３月20日（土・祝）～５月30日（日） 

■開催場所 淡路島国営明石海峡公園 ほか 

■主なイベントや展示 

・春のカーニバル 

 期間：会期中 

 場所：淡路島国営明石海峡公園 

・花みどりフェア ダンボールアート展 produced by Taki  

 Tamada 

 期間：会期中 

 場所：淡路島国営明石海峡公園 

・うみぞら映画祭2021in淡路島 

 期間：5月28日（金）～30日（日） ※28日は前夜祭 

 場所：大浜海水浴場 

・村雨辰剛 庭づくり＆トークイベント 

 期間：3月20日（土・祝） ※庭は会期中披露 

 場所：淡路ファームパーク・イングランドの丘 

 

   問合わせ先：淡路花博20周年記念事業実行委員会事務局 
   電話：0799-73-6061  FAX：0799-73-6062 
 Eメール：hanamidori@awaji-hanahaku.com  
   ホームページ：https://www.awajihanahaku20th.jp  

 
 
 
 
  
 

【事例】インターネット通販で初回５００円と表示さ

れていた化粧品を申し込んだが、届いて初めて４回の

定期購入だと分かった。申込み画面で「定期購入」で

ある旨の表示には気づかなかった。２回目以降の分を

解約するために事業者に電話

しているが繋がらない。 

【アドバイス】通信販売はク 

ーリング・オフ制度がありま 

せん。目立つ表示だけでなく 

支払い総額、返品条件等の契 

約内容をよく確認することが 

大切です。また、サイトの画 

面を印刷したり、契約内容や 

事業者とのやりとりを記録しておくと交渉できること

もあります。 

淡
路
文
化
会
館
か
ら
の
お
知
ら
せ 

－定期購入トラブルに注意－ 

 １回だけのつもりで商品を購入したのに、実際は
「定期購入」となっており、高額な代金を請求され
たという「定期購入トラブル」が依然として減りま
せん。 

兵庫県淡路県民局交流渦潮室 
県民・商工労政課（消費者センター）  
☎0799-26-3360 FAX 0799-24-6934  
（土日祝日・年末年始は除く） 

 困った時は、お住まいの消費生活センターや消費

者ホットライン１８８にご相談ください。 
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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 

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、各イベント開催予定が変更さ
れることもありますので、お出かけ
前には、主催者にお問い合わせをさ
れますようお願いします。 

 ご注意  

□所  656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎   0799-52-0260 □Ｆ 0799-52-3072 

 
 福を授けます 戎舞 
 娘の一途な愛 火の見櫓 
①「バックステージ」 

   「人形解説」 「戎舞」    

□日 3月8日(月)から14日(日)まで 

□時 10:00,11:10,13:30,15:00 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円 

②「戎舞」 「人形解説」    

   「伊達娘恋緋鹿子   火の見櫓の段」 

□日 3月14日(日)の11:10、13:30 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円   
※上演内容は変更になる場合がありま

す。ご了承ください。 

 
 

 

 

〇新演目「戎舞＋」(えびすまいプラス) 

  ー清川あさみプロデュース  

      淡路人形浄瑠璃再生ー 

 写真に刺繍を施す作品で知られる、

アーティスト清川あさみさんが国の重要

無形民俗文化財にも指定されている淡路

人形浄瑠璃の新演目をプロデュースしま

す。500年受け継がれてきた伝統芸能の

枠と清川あさみさんのコラボレーション

を是非、ご堪能ください。 

□日 3月20日(土)オープニングイベント 

 3月21日(日)から5月30日(日)まで 

□時 10:00,11:10,13:30,15:00 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円 

［臨時公演］ 

※30名様以上の 

場合、下記の時 

間帯で臨時公演 

も可能です。 

(15日前までの事前予約が必要です。) 

□時 9:00、 16:00  

□休 【3月の休館日】1日(月)～7日(日)、10日

(水)、13日(土)、15日(月)～19日(金)、24

日(水)、31日(水) 

    ◆淡路人形座公演案内  
 
 
 

□所 〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎  0799-74-1200 □Ｆ  0799-74-1201 

□時 10:00～18:00 (最終入館は閉館の 

    30分前まで) ※３月1９日(金)は花

みどりフェア準備のため臨時休館。 

□￥ 大人1,500円、70歳以上(要証明)

750円、高校生以下無料 

 

 

 

□日  1月23日(土)～4月11日(日) 

 

 

 

 

□日  3月20日(土祝)～4月11日(日) 

 

 
□日  3月20日(土祝)～4月11日(日) 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

◆淡路市立しづかホール  
 

□所 〒656-2132淡路市志筑新島5-4    

☎  0799-62-2001 □Ｆ0799-62-6465 

Mail：info@shizukahall.com 

□休 火曜日 

 

 

 サイエンスマジック・ジャグリング・
手品などの要素を融合させた知的体験型
パフォーマンスです。親子で楽しみなが
ら、環境問題・防災について学べます。 
□日3月20日(土祝) 14時開演(13:15開場) 

□会 しづかホール ホール   

□￥ (前売り)500円 

 （当日） ７00円 

※全席自由席 ※未就学児童は保護者

の膝上のみ観覧無料 

 

 

 初めての方も大歓迎。柔軟、ツボ押し

などの健康法、すり足などの基本所作、

神楽舞実践稽古、古典作法の指導、講話

ほか ご参加の皆様の状態を見て、寄り

添いながら進めて参ります。 

【講師】表 博耀  (オモテ ヒロアキ) 

    日本国エンターテイメント 

            観光大使・創生神楽宗家 

□日 3月25日(木)19:00～21:00 

□会 しづかホール リハーサル室            

□￥ 1,500円(月1回)(初回体験500円) 

※幼児～(年齢制限なし) 

※軽い体操のできる服装(ストレッチ・神楽 

  所作など)でお越しください。  

《申し込み・問い合わせ》しづかホール  

☎  0799-62-2001    

Mail：info@shizukahall.com 

らんま先生のeco科学実験ショー 

神楽道ー神楽健康教室ー  

定時公演 

石川美枝子ボタニカルアート展 

特別展  
淡路夢舞台ラン展2021  

ボルネオのラン展スペシャル  

青いラン、宝石ラン他  

 

 

□所 〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎ 0799-74-0250 □F 0799-74-0256 

□時 10:00～18:30 

□休 毎週木曜日及び祝日の翌日 

(祝日翌日が、土日または祝日の場合、

その祝日以降最も近い平日） 
  

 

 お年寄りからお子様まで楽しんでい

ただける、サンシャインホールの名物

コンサート。 

 お陰さまで、今回で通算開催数が50

回を迎えることができました！コロナ

禍ではありますが、少年少女合唱団や

凛々倶楽部(ハンドベル)の演奏も加

え、いつも以上に華やかなステージを

お届けします。乳幼児連れの方も歓迎

します！ 

□日 3月21日(日)  14時開演 □￥ 無料    

◆淡路市立サンシャインホール 

通算50回記念  ふだんぎコンサート 

淡路人形座へご来座される 

  お客様へのお知らせとお願い 

 

 

 
 国及び自治体の定める新型コロナウイ

ルス感染症対策ガイドラインに基づい

て、感染予防処置を実施しておりま

す。お客様にはマスクの着用、手指の

消毒、検温の実施等へのご協力をお願

い申し上げます。 

淡路花博20周年記念 

花みどりフェア関連イベント 

 
 

□所 656-0021 洲本市塩屋1-1-17 

☎  0799-22-3322 □Ｆ 0799-22-3322 
  

 
 当館利用者による書道、絵手紙など

の作品を展示します。 

□日 3月5日(金)～３月7日(日) 

□時10:00～1９:00(最終日は17:00まで)

□場 3Fギャラリー 

□￥ 無料 

   ◆洲本市民工房 

 傑作！できばえおみごと展 
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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3,500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250ヶ所に無料配布しています。今

後も生活情報新聞として、豊かな情報をお届けしたいと思いますので、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。 

 なお、バックナンバーを淡路文化会館のホームページに掲載していますので、こちらも是

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.or.jp  
 H   P  ：https://www.awaji-bunkakaikan.jp/ 

インフォメーション 

編集だより 
 

 住んでる地域、毎日通っている道にひっ

そりと建てられた碑。調べてみると色々なこ

とがわかるものです。 

 私達の見慣れた景色も、様々なロケ地と

して使われていたりします。 

 春の心地よい陽ざしの中、そんな場所を

巡ってみたくなりますね♪ 

        ( 応援隊：小原 町子 )  

◆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 

□休  火曜日(祝日の場合は翌水曜日休館) 

 
 

 洲本こども園園児らによる発表会 

□日 3月6日(土)各クラス入替制 

□会 文化ホール「しばえもん座」  

□￥ 関係者のみ入場可 
□問 洲本こども園  
☎0799-22-0897 

洲本こども園 はっぴょうかい 

 

 
 

  4月24日(土)公演予定の「メリー・ウィ

ドウ」ハイライトコンサートのチケット

販売を開始します。 

※新型コロナウイルスの感染状況によっ

て開催中止の可能性もございますので予

めご了承ください。 

□日 3月7日(日)9:00～ 

□会 文化ホール「しばえもん座」 

□問 □売 洲本市文化体育館 

☎  0799-25-3321  

 

 
 

   出演：洲本吹奏楽団 

 曲目：富士山 他 

 疫病退散の祈りをこめて演奏します 

※新型コロナウイルスの感染状況に

よっては開催中止もあります。 

□日 3月21日(日)開場14:00 開演15:00 

□会 文化ホール「しばえもん座」 

□￥ 無料 ※事前申し込み 

□問 洲本吹奏楽団担当：喜田 

☎  090-2040-6340 

MAIL:mail@susui.jp 

 喜歌劇「メリー・ウィドウ」  
   ハイライトコンサート  

だんじり(太鼓台･地車)彫物の美
を再考する  

続･彫物ひねもす博覧会  
～淡路之段～  
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□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 
 
 

 美術展示室と県民ギャラリーで展示し

ています。ご来場をお待ちしています。 

〔いざなぎ学園作品展〕  

 2月25日(木)～3月9日(火)   

 展示時間：9:00～17:00 

〔淡路日本画セミナー修了作品展〕 

 3月12日(金)～3月31日(水) 

   展示時間：9:00～17:00 

  ◆淡路文化会館 

美術展示 

 「夏休みサイエンス体験広場2019」の様子を、実験の見どころや詳しい解説

とともに、本年度「Web配信」という形で公開いたします。ご覧ください。 

 洲本吹奏楽団 

第35回記念 定期演奏会 

 

  

 

  だんじり彫刻VR体験､彫刻の下絵のなぞ

り描き体験や彫刻展示･講演会など。 

□日 3月13日(土)～14日(日) 

   10:00～18:00  

□会 会議室1A   

□￥ 500円 学生無料(要学生証提示) 

□問 だんじり彫刻研究会 

☎072-438-1068 

 

 

  

 

 

 

 


