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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－
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依頼その１

凧踊りの発祥は淡路という噂を聞きました。優秀な探
偵さん、噂の真相を調べてきてください。

調査報告

♪ア、ヤットサー ア、ヤットヤットー…… 今年も島の
夏の風物詩“島まつり”到来です。この祭りの見どころはな
んといってもたくさんの連が繰り出す阿波踊りです。中でも
『凧踊り』は一番人気で、あっという間に人だかりができて
しまいます。さて、この『凧踊り』の発祥は一体どこなんや
ろ？ 淡路って聞いたことがあるけどほんまなん？ という
疑問を解くため、三熊連で連長をされている玉井伯明さん
にお話を伺いました。
凧踊りの基本ができたのは昭和３０年頃で、発祥は淡路
の洲本。阿波踊りだけでは変化がなく物足りないということ
で考案されたのがきっかけだとか。２拍子の踊りのリズム
に合わせ、凧踊りストーリーが始まります。奴凧とそれを糸
で操る引き手との息のあった踊りが見せ場で、糸が切れた
り凧が木にひっかかったりと、なかなか揚がらず困ってい
今月の特集

る様をおもしろ
おかしく演じま
す。三 熊 連 で
今年凧踊りを
担当する高校
生二人に踊りの難しいところを聞いて
みました。それは①リズムに合わせ
る②体と腕を伸ばして踊る③本物の
凧のように踊るところだそうです。練習会場でも、お囃子に
合わせながら真剣な表情で踊っている若者たちの熱気
は、暑い夏を吹き飛ばしてくれそうな迫力がありました。
なお、島まつりで三熊連が登場するのは８月１日（金）で
す。ぜひ、淡路発祥の『凧踊り』を間近で堪能してください。
応援隊：瀬戸 由美子・田処 壱久

探偵！アワジスクープ
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阪急電車京都線に「淡路」（大阪市東淀川区）という駅が
あります。私が若い時、しばらく大阪の茨木市に住んでいました。
その時「どこから来たの？」と聞かれたら「淡路です」と答えると、ほ
阪急淡路駅前商店街

とんどの人が淡路島ではなくこの阪急淡路駅近辺から来たと

依頼その2

思っていたみたいで、その都度「阪急淡路ではなく淡路島です」
と説明がいりました。淡路島とは離れた大阪に何で淡路という地
名があるのでしょうか。優秀な探偵さん、ぜひ調べてほしいです。

「淡 路 駅」・・ふ む ふ む。な ん
で淡路なんだろう・・って私たち
も前から気になっていました。
さっそく調査してみましょう。

調査報告

阪
急
淡
路
駅

大阪市中央区には淡路の人が作った淡路町があります！

調べてみると、901年（延
喜元年）に右大臣であった
菅原道真が九州の大宰府
へ左遷させられてしまいま
す。京都から淀川を船で下
る途中、当時は淀川の中
州であったこの地を見て
「これが淡路島」と勘違い
をして上陸したことから淡
路の地名がついたといわ
れています。
菅原道真公

それから他にも「淡路町」
と名のついたところが、大
阪市中央区にもあります。
これは淡路島から移り住ん
できた人たちが作った町な
のでその名がついたとい
われています。
ま た、東 京 都 千 代 田 区 に
「神 田 淡 路 町」と い う 地 名
があり、そこには東京地下
鉄（東京メト ロ）の「淡路町
駅」もあります。この淡路町
というのは、この地に淡路
坂という坂道があることか
ら名づけられました。淡路
坂といわれるのは、坂の上
に鈴木淡路守の屋敷が

依頼その3
「食べさし(食べかけ）」のことを揃いも揃って「食
べくさし」っていうのが、ずーーーーっと気になっ
ています。しかもそれを標準語だと思っているふ
しがあります。食べくさしは「腐っている」というこ
とでしょうか？優秀な探偵さん、食べくさしが腐っ
ているのかいないのか、調べてください。

あったのが由来するそうで
す。鈴木淡路守という人と
淡路島の関係はないみた
いです。
地名とは違うのですが、
神田淡路町にある
現在は亡くなっている淡路
現在の淡路坂
恵子さんという女優さんが
東京にも
いました。これは淡路恵子
淡路町駅が！
さんが女優になる前から、
女優の淡島千景さんにと
ても憧れていて芸名をつけ
るときに淡島に近い名前を
ということで淡路にしたそう
で、淡路恵子さんも淡路島
とは関係がないみたいで
すね。
応援隊：田処 壱久 東 京 地 下 鉄 淡 路 町 駅
調査報告
「食べくさしやけど食べっけ？」と言わ
れて食べましたが、腐っていませんで
した。安心してください。「食べくさし」と
いうのは、食べかけのこと。
淡路弁がわからない人には、勘違い
されやすい言葉ですね。気をつけま
しょう。

「（広告内容に関するお問合せ先）不動石材（0799-45-1046）淡路文化会館運営協議会では、財源確保のため企業等の広告を掲載しています。」
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依頼その4
サンセットラインを走っていると「チャリダーの店」という‘のぼり’
がいっぱいあります。「チャリダーの店」って、いったいどんな店なの
か・・・？？ずーっと気になっています。
優秀な探偵さん、ぜひお店に行って調べてきてください。
チャリダーの店・・自転車に関係があ
りそうですね。９月１５日は、淡路島ロン
グライド。今年も淡路にたくさんの自転
車愛好家が集まります。さっそく調べて
みましょう。

チャリダーの店「咲ら家」

調査報告
サンセットライン（県道31号線）を走っていると「チャ
リダーの店」という‘のぼり’が目に飛び込んできます。
お 店は都志 バス停 前の「咲ら 家」という お店で すが
“チャリダーの店”とは何ぞや…？ということで、突撃取
材に行って来ました～～
「咲ら家」は今年の４月末にオープンしたばかりのお店だそうで
す。‘チャリダー’とはチャリンコライダーの略で‘自転車に乗る
人’のことだそうです。サンセットラインは自転車で淡路島を一周

チャリダーの店はサイクリングする
人たちに優しいお店でした(・o・)

（アワイチ）するルートになっていて、自転車の人にも気軽に立ち
寄って欲しい…とのことで、チャリダー向けの‘のぼり’を立てて
いるそうです。
チャリダー向けのサービスとして、スタンドの無いロードバイク
用のサイクルラックが設置されていて、空気入れや整備用ラック
も無料で使用出来ます。また、大事なロードバイクを安心して置
いてもらえるよう、ワイヤーロック（鍵）の貸出しや屋外のテーブ
ルでも食事できるサービスもしているそうです～～
応援隊：栄 宏之

咲ら家

8:00～14:00、18:00～22:00

洲本市五色町都志万歳319−2
空気入れや整備用ラックを
無料で使用できます！
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依頼その5

応援隊取材記事・田んぼのイクラ？
・しりこぷた?

以前から田植えの前後に「いくら」の卵のような濃いピンク
色のものが田んぼの稲や水路に張り付いているのを見かけま
す。優秀な探偵さん、あれは何なのかぜひ調べてほしいです。

「ピンクの卵」は、ずいぶん以前から話題になっていま
すが、応援隊のﾒﾝﾊﾞｰの中でも見たことがない、知らな
いという人もいます。そこで優秀な探偵が多くの人にピ
ンクの卵を知ってほしいとその調査に乗り出しました。

調査報告
今からおよそ２０年以上も前の夏。わが家の長男が６年生の夏休みのことで
す。（現在３３歳・南あわじ市志知）少年野球のメンバーと水路で魚取りをしていて、そ
のピンクの物体を発見。水路の壁面にかたくくっついたその物体は、全く透明感
のない、不気味なまでに鮮やかなピンクのまるで「いくら」状態。今でこそ知らな
い方が珍しいくらいのピンクの物体ですが、その頃はまだ誰も見たこともなく、大
人に聞いても何なのか分かりませんでした。メンバーの中の一人の勇敢な（？）
少年が家に持ち帰って食べてみたら、とてもまずくて食べられなかったとのこと。
その後家に卵を持ち帰った一人が、しばらくして中からタニシが出てきて、タニシ 畔シートにびっしり産み

つけ られ たタ ニシ の卵

の卵だったことが分かったのです。

農家を悩ませるその卵はスクミリンゴガイという大型巻貝の卵。こ
れがジャンボタニシです。日本には1981年ごろ、台湾から食用の目
的で輸入され養殖が始まったのですが、食用に向かず、養殖池が放置されジャンボ
タニシが野生化したそうです。農薬使用によりゲンゴロウやヤゴなどのタニシの天敵
がへった田んぼで、繁殖力の強いタニシが脅威的に繁殖していったのです。特に、
三原志知や松帆（南あわじ市）のように低い土地の田んぼに流れ着き繁殖していっ
たのです。田植えをしたばかりの稲を食べるタニシは農家にとってとても困りもの。タ
ニシだけに効く薬も開発されているようですが、見つけたらタニシを捕る、卵をつぶす
という最も基本的な方法で多くの農家は対抗しています。生態系を大きく変えたジャ

植えたばかりの稲を ンボタニシ。安易な考えでの外来種の輸入やペットの購入は控えたいものです。
応援隊 村上 紀代美
食 べ る タ ニ シ
依頼その6
先日、接骨院に行った時、診察室から「わしゃ、昨日から
しりこぷた痛て痛て・・もだえよんのじゃ～」
という声が聞こえてきました。淡路弁に堪能な
探偵さん“しりこぷた”の場所を教えてください。

調査報告

「しりこぷた」とは、お尻の盛り上がった部分のことです。シリコブタとも言い
ます。おじいさんのお尻にタケコプターがついているわけではありません。
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応援隊取材記事・淡路生活創造活動ｸﾞﾙｰﾌﾟ交流
会・淡路弁講座 ・その他の依頼

７月５日（土）に淡路文化会館の講堂にて「平成２６年

取り組んでおられる研究の紹介あり。そして大人だけで

度淡路生活創造活動グループ交流会」が開催されまし

なく、今年は一宮フットボールクラブの４人の小学生が、

た。この交流会は、淡路文化会館の生活創造情報プラ

アスパ五色での試合の後駆けつけてくれました。試合

ザに登録されているグループが、年に１回一堂に会し、

後にも関わらず、練習の成果であるリフティングやパス

それぞれのグループで取り組まれていることを発表し合

交換を見せてくれました。プログラムの最後には、よさこ

い、互いに交流を深めようと毎年行われています。今年

いグループ「明日風」さんの踊りに「洲本吹奏楽団」の皆

はステージ発表１６グループ、展示発表４グループの計

さんや「益習の集い」代表の川村さんまで一緒に参加さ

２０グループの参加で実施されました。

れ、会場の皆さんも座席から一緒に盛り上げていただ

中身は音楽あり、ダンスあり、手話あり、はたまた日頃

き、盛会の内に終わりました。

イラスト
夏休みに帰省してきたそこのあなた。
せんどぶりの淡路弁、ちゃんと理解できとっけ？
べっちゃないけ？

問題 ： 次の淡路弁を標準語に
なおしてみよう。
① おどんりゃっきょる。
② こっしゃえよる。
③ 自転車こんぎょる。
④ あそんびゃっきょる。

ワンポイントレッスン
お
ど
ん
り
ゃ
っ
き
ょ
る

淡 路 弁 の 現 在 進 行 形 は ～ よ る
答） ① 踊りまわっている。② こしらえている。

③ 自転車をこいでいる。④ 遊びまわっている。
⑤ 走りまわっている。 ⑥ 方々へ行っている。

⑤ はしんりゃっきょる。

～しょる・～りゃっきょる・～ぎょる・～よる・～きょる・・・・

⑥ あっちゃこっちゃ

淡路弁の現在進行形をマスターすれば、淡路島の夏が

いっきゃきょる。

１００倍楽しくなること間違いなし！

応援隊探偵に寄せられたその他の依頼を紹介します。情報をお寄せください。
※ 夜景スポットを教えてください。

※ おすすめのサンセットビューポイントは？

※ 島祭りの花火を渋滞なしで楽しむ方法を調べて。

※ 謎のパラダイスを調べてきて。

※ 淡路に犬を飼ってはいけない所があるって本当？

※ 廃校になった出身校のその後を調べて。 ・・・etc
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★淡路文化会館からのお知らせ（県民交流広場事業・淡路芸術文化祭）★
淡路市長沢地区で県民交流広場活動に携わった「自然ふれあい
長沢」仲野さんに、実際にどんなことをされたのか聞いてみま
した。お住いの地域でも実施されている県民交流広場へも是非
ご参加下さい。

淡路市の長沢地区が「県民交流広場事業」を始めたのは平成１９年。まず活動の中心となる長沢会館の整備改修工事に
着手しました。その後、文化祭や盆踊り等の地域交流会やふれあい物づくり教室、地域内外のイベントへの参加、そして
地域の物産を売る朝市や料理教室等を活動の中心に置きました。
３年前に事業は終了し、現在規模は縮小したものの、５年間の事業期間中に学んだこと、経験したことを生かして、お
茶のみ交流会やフラワーアレジメント教室、里海・里山交流会の実施、他の交流広場へのイベント参加、朝市
グループによる都市と田舎の交流活動等を実施しています。
事業の成果としては、地域内ではふれあい活動により話す機会が増えたことが挙げられます。そしてイベン
ト等を実施したことで、地域外の人が長沢に訪れる機会が増え、交流の輪が広がったことも挙げられます。そ
して全体的には、関わった仲間同士の絆が深まったことが、最も大きな成果であると思います。

８
月
の
お
し
ら
せ

淡
路
芸
術
文
化
祭

イベント

レッツ!!
トライある文化

平成26年度納涼歌謡祭
納涼盆踊りのつどい

日時・会場

問合せ先

8/1（金）しづのおだまき館
8/2（土）東浦公民館
8/3（日）岩屋保健センター
8/4（月）北淡センター
8/5（火）一宮公民館・ふるさと 淡路市文化協会事務局
センター
0799-74-5304

8/14（木）
サンシャインホール
8/23（土）
岩屋保健センター

★兵庫県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★
淡路島の地域活動を応援する
【相談事例】
インターネットを利用していると「あなたのパソ
コンは危険にさらされている！」といった警告表示が
出たので、広告にあった有料ソフトをダウンロードし
ましたがエラー画面や広告画面が立ち上がりソフトが
正常に機能しません。
【アドバイス】
パソコン操作中、突然現れる警告表示には消費者
の不安をあおりソフトを購入させる事が目的の広告が
あります。広告が出る原因には基本ソフト（ＯＳ）が
最新の状態ではなく、インターネットを利用した事に
よって、警告を表示させるプログラム等が埋め込まれ
ている事が考えられますので最新の状態にしておくよ
うにしましょう。購入してしまった場合でも保証期間
を設けている場合もありますが、業者によっては更新
が自動的にされてしまう場合もありますので注意が必
要です。

よくわからない場合は、消費生活センターに
お問い合わせください。

「プラットフォーム淡路島」からのお知らせ
地域づくり団体や地域づくりに関心のある人が集まっ
て、活動事例発表や地域特産品の試食、意見交換など楽
しく交流し、共通課題について話し合うetc.

「あわじ地域づくりラウンドテーブル」！
今年度から新たな展開を迎える「あわじ地域づくりラ
ウンドテーブル」のキックオフセミナーを下記のとおり
開催します。団体の活動がより充実するよう、様々な分
野の方との交流とネットワークづくりの場をつくってい
きます。（詳細は次号で！）
平成２６年度

★第１回あわじ地域づくりラウンドテーブル★
～プラットフォーム淡路島 キックオフセミナー～
日時：平成26年9月25日（木）13:30～16:00
会場：洲本職員福利センター ２階多目的ホール他

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 9:00～12:30 13:30～16:30
（サマータイム期間 9/30まで）（土日祝日・年末年始は除く）

内容：基調講演「地域課題とプラットフォームにできること｣
（調整中）・地域づくりの事例と取り組み（３市）
・グループワーク等
【問合せ先】
プラットフォーム淡路島

Tel 0799-26-2043
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所
淡路島
国営明石海峡公園
〒656-2306
淡路市夢舞台8-10
TEL 0799-72-2000
FAX 0799-72-2100

イベント

日時・会場

7/12（土）～8/24（日）
淡路島国営明石海峡公園
※料金はイベントにより異な
10:00～17:00
る
わくわく昆虫フェスタ
(イベントにより異なる）
※別途入園料、駐車料金要
2014
ビジター棟

7/12（土）～8/24（日） カブトムシ、クワガタムシ：
200円・貯金箱：300円
自然素材で工作しよう！ 10:00～17:00
ビジター棟

8/9（土）・10（日）
ヒマワリのつみとり体験 13:30～15:30
大地の虹花畑
兵庫県立
サマーフラワーショー
淡路夢舞台温室
「奇跡の星の植物館」 ―花と水のトリック
ガーデン―
〒656-2306
淡路市夢舞台4
TEL 0799-74-1200
FAX 0799-74-1201
10：00～18：00
（最終入館17：30）

洲本市文化体育館
〒656-0021
洲本市塩屋1-1-17
TEL 0799-25-3321
FAX 0799-25-3325

洲本市
市民交流センター
〒656-0054
洲本市宇原1788-1
TEL 0799-24-4450
FAX 0799-24-4452

料金・問合せ先

7/13(日）～9/28（日）

8/2（土）～16（土）
サマーカーニバル2014
※上記会期中は9:00～
―食べて、踊って、
21:00（最終入館は
作って楽しむ夏祭り！―
20:30）

※別途入園料、駐車料金要
※参加費無料（お一人様5本
まで）
※別途入園料、駐車料金要
※希望日の3日前までに要予約、
材料費2,000円
入館料:大人600円、65歳以上
（要証明）300円、高校生300
円、中学生以下無料
観覧無料※別途参加費・入館料
要
入館料:大人600円、65歳以上
（要証明）300円、高校生300
円、中学生以下無料

アスリートネットワーク
inすもと設立五周年事業
パネルディスカッション

8/23（土）
入場無料
13:00～15:15
【問】洲本市教育委員会
文化ホール『しばえもん 文化スポーツ課 24-7632
座』

青少年のための科学の
祭典淡路会場大会2014

8/23（土）～24（日）
10:00～16:30
会議室１A

入場無料
【問】青少年のための科学の
祭典淡路会場実行委員会
担当:石田宏記 22-1550

8/17（日）
9:00～17:00

※一部有料
【問】市民交流センター

市民交流センター祭り
・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
・出店 等

【日時】8/1（金）～18（月）10:00,11:00 「人形解説」・「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」
13:00,14:00,15:00「人形解説」・「壺坂霊験記 山の段」
◎偶数日は、午前と午後の演目が入れ替わります。
淡路人形座「８月公演」
8/19（火）10:00,11:00
「人形解説」・「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」
◎鑑賞料 大人1,500円 中高生1,000円 小学生800円 幼児300円
『母娘の情愛 夫婦の絆』
◎8/19（火）の午後と、20（水）・27（水）は臨時休館です。
◎他の日程等については下記までご確認ください。
【問合せ】TEL：0799-52-0260（淡路人形座）
8/23（土）・9/6（土）
俳句入門講座
淡路文化資料館
受講料500円（全3回分）
（一財）淡路島くにうみ協 俳句初心者の方を対象に俳句の
定員先着30名（要事前申込）
9/27(土)
会
基礎知識や歴史、作り方等が学
【問】淡路島くにうみ協会
洲本市文化体育館
〒656-0022
べる講座です。
いずれも14:00～15:30
洲本市海岸通1-11-1
TEL 0799-24-2001
投句締切10/31(金)まで
第六回永田青嵐顕彰
FAX 0799-25-2521
【問】淡路島くにうみ協会
表彰・発表
全国俳句大会 作品募集
平成27年2月22日(日）
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所
淡路文化会館
〒656-1521
淡路市多賀600
TEL 0799-85-1391
FAX 0799-85-0400

洲本市民工房
〒656-0021
洲本市塩屋1-1-17
TEL 0799-22-3322
FAX 0799-22-3322

洲本市
市民交流センター
〒656-0054
洲本市宇原1788-1
TEL 0799-24-4450
FAX 0799-24-4452

洲本市文化体育館
〒656-0021
洲本市塩屋1-1-17
TEL 0799-25-3321
FAX 0799-25-3325

南あわじ市
滝川記念美術館
玉青館
〒656-0314

ギャラリー・インフォメーション

淡路の文化活動･イベント情報

イベント

日時・会場
料金等
8/1（金）～15（金）
淡路津名アートクラブ作品展
9:00～17:00 ※展示室
8/1（金）～15（金）
トールペインティングクラブ
9:00～17:00
JOY作品展
※県民ギャラリー
鑑賞無料
全日本写真連盟
8/17（木）～31（日）
淡路支部会員展
9:00～17:00 ※展示室
8/17（木）～31（日）
淡路島民俗芸能フェスティバ
9:00～17:00
ル写真展
※県民ギャラリー
8/15（金）〜17(日)
10:00〜18:00
鑑賞無料
初日は12:00から
白美会作品展
【問】洲本市民工房
最終日は16:00まで
※3階ギャラリー

環境ポスターコンテスト
応募作品展示

8/5（火）～30（土）
9:00～21:00
※アールギャルリー
月曜休館

鑑賞無料
【問】市民交流セン
ター

金澤翔子書展
＆マッケンジー・ソープ
絵画展

8/8（金）～10（日）
10:00～18:00
※会議室1A

鑑賞無料
【問】五色精光園発達
支援セミナー実行委員
会 ℡：35-0231

7/4(金)～9/7(日)まで
9:00～17:00
入館は16:30まで
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
【問】玉青館

平成26年度 館蔵品展Ⅰ

南あわじ市松帆西路1137-1
TEL 0799-36-2314
FAX 0799-36-5408

あなたの就職応援します！ 【日 時】8/23（土） 13:30～17:30
in淡路島
【場 所】淡路夢舞台国際会議場 会議室311室
若年求職者×淡路島内
【対象者】平成27年３月卒業予定者及び３年以内の既卒者
企業のマッチング交流会 【問合せ】淡路地域雇用開発協会事務局(洲本商工会議所内) TEL:0799-22-2571

編 集 だ よ り 今月の特集「探偵！アワジスクープ」い
かがでしたか？暑い日々が続いていま
す。だるい、動きたくない、部屋から出てクーラーから離れ
たくない、なんて言っている君？？青い空、碧い海、白い
雲、吹く風からも夏を感じられる季節。夏休みも始まり気分
一新。海水浴やサイクリングで海や山に繰り出してみては
いかがでしょう。きっと素敵なワクワクが待って
いるはず。あなたの心もちょっぴり開放しませ
んか～。
応援隊員 竹代 結

「ポケットあわじ」は、毎月3,000部発行し、応援隊の手により、島内
各市の庁舎・公民館・商業施設など約２４０カ所に無料配布しています。
淡路文化会館のホームページでご覧になると、カラー版でお楽しみいただ
け ま す。読 者 の 皆 さ ま か ら の お 便 り、情 報 を お 待 ち し て い ま す。
http://www.eonet.ne.jp/~awaji-cc/

（発行）淡路生活創造応援隊
淡路文化会館
〒656-1521 淡路市多賀600

TEL 0799-85-1391 FAX 0799-85-0400
E-mail

a-pocket@hyogo-ikigai.jp

