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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８月1日 

月
刊 

 神戸淡路鳴門自動

車道北淡インターから

五斗長に向かって上

がって行くとぶどう園

が広がり、すぐに「正

置ぶどう園」の看板が

目に入ってきます。ぶ

どう栽培を始めたの

は１００年近く前から

です。現在は園内の

ハウスやトンネルにデ

ラウェア、ピオーネ、

ベリーＡ、マスカット、

瀬 戸 ジ ャ イ ア ン ツ、

シャインマスカットなど

のぶどうが７月２４～

２５日ごろから８月中

旬まで次々と熟してい

きます。ハウス内では、色が付いてくると白

い傘をかけ、トンネル内では白い袋をかけ

て食べごろになるのを待っています。毎日ぶ

どうと向き合っていると、ぶどうの状態がわ

かってきて、ぶどうとお話ができるようになっ

てくるようです。 

Ｐ1 ぶどうＰ2 鱧料理Ｐ3 ジェラートP4 嘉兵衛餅、わが家流のおもてなしＰ5 新鮮フルーツ、お土産、レンタル布団 

Ｐ ６  淡 路 文 化 会 館 ・ 兵 庫 県 淡 路 県 民 局 ・ 淡 路 く に う み 協 会 か ら の お 知 ら せ    Ｐ ７ . ８   淡 路 の 文 化 活 動 ・ イ ベ ン ト 情 報 
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  ぶどうは上へ上へとつるが伸び、

栄養が上にいく性質があるため、つ

るを下にさげてぶどうの実に栄養が

いきやすくしたり、余り多くの実をつ

けないようにして、色をつきやすくす

るなど、いろいろ工夫しているのがよ

くわかりました。  

 １年を通じてぶどうから離れるのは収穫後だけ、後は

ぶどうと毎日お付き合いし、一枝一枝、一房一房から目

を離さず、常にぶどうのことを考える一日一日が大切

と、正置さんは手を休めないで話してくださいました。 

 これだけ愛情を注がれたらぶどうもうれしくなって、お

いしさが増すのがよくわかりました。今年の夏は皆さまも

是非、淡路のぶどうをお土産にし、愛情たっぷり真夏の

味覚を味わってください。  （応援隊 廣岡 ひろ子）  
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 淡路島で夏の魚といえば「鱧（ハモ）」でしょうね。それも淡路島の由良や沼島海

域で獲れたハモは全国的にも有名で京都や大阪でも最高級といわれています。一

般的なハモ料理といえば湯引きや天ぷらが定番ですが、淡路島ではこのハモと淡

路島玉ねぎや豆腐、野菜などを一緒に入れた鍋料理「ハモスキ」が有名です。暑い

この時期、最高に美味しいハモスキを食べながらの冷たいビールをグビーっと、思い浮かべただけでも口の中に生

唾が出てきそうですね。仕上げは、残った出汁に淡路素麺を入れる、これも淡路ならではのたまらない味です。  

 洲本市由良産のハモ料理をご家庭で食べ

られるセットが販売されています。セットの内

容は、骨切りした上身・アラ骨・頭・卵・梅肉・

酢味噌それに簡単なレシピがついています。

このセットを販売されている新島水産代表の

新島芳美さんは「淡白な中に豊かな旨さがあ

る由良産のハモをぜひご家庭でも味わって

下さい」と話されていました。そういえば鱧と

いう字は豊かな魚と書くのですね。 

 注文すると冷蔵宅配便で送られてきます

が、直接お店に行って買うこともできます。詳

しいことはお問い合わせください。帰省され

たご家族やお客様に、この美味しいハモスキ

での「お・も・て・な・し」をいかがでしょうか。 

                               （応援隊：田処 壱久） 

             応 援 隊 取 材 記 事 ・ 鱧 料 理   Page 2 

 

 

 

株式会社 新島水産  

TEL 0799-27-1786 

FAX 0799-27-1723 

洲本市由良町由良2581番地 
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             Page 3  応援隊取材記事・ジェラート 

VERDE TENERO(ベルデテネロ） 

南あわじ市志知鈩１−１０ 

TEL ０７９９－３６－０６４８ 

営業時間 １０:００～１８:００ 

定休日  火曜日     

南あわじ市西淡三原インターから県道を

南の方に、志知交差点を500ｍ程南に行っ

た所に5月12日、志知のシラギク牧場直営

のジェラートのお店が開店しました。お店の

名前は「ＶＥＲＤＥ ＴＥＮＥＲＯ（ベルデ テネ

ロ）」。イタリア語で「新緑、新鮮」という意味

で、牧場にとっても縁起の良い言葉だそうで

す。 

お店を経営して

いるのは、原 護さ

ん、あゆみさんの

若いご夫婦です。

味に自信のある御

主人の牧場の牛乳にもっと付加価値をつけ

ようと、奥さんが本場イタリアまでジェラート

の勉強に行かれたそうです。お店には、美

味しいジェラートが色々ありました。食材

は淡路産の果物、野菜、そして、奥さんの

ご実家の小豆島の和菓子屋さんでお父さ

んが丁寧に作ったあんこ。どれも自分で

確かめて納得したものばかりで、自家製

の牛乳との相性が抜群です。土曜日の昼

過ぎにお店に伺うと、たくさんの親子連れ

や若い人達だけでなく、年配のご夫婦な

どお客さまが引きも切らず訪れていまし

た。 

 

奥さんのお父さんが、小豆島で作った

あんこを使っています。 

 季節限定のメニューが色々あります。 

 淡路の旬の味をお楽しみください。   

 

 私が食べたのはトマトとナルトオレ

ンジ。爽やかで夏の暑さをサラッとさ

せてくれるトマトそのものの味。ナル

トオレンジはマ―マレイドのほのかな

苦みもあって甘すぎず大人の好きな

味だと思いました。シェアしてもらっ

た しらぎく牛乳、抹茶はとても濃厚

で贅沢なジェラート、苺は小さなお子

さんも大好きな味♪ 

 帰省してきた娘にぜひこのジェラー

トを食べさせたい！！！次来る時

は、どれを食べようか・・・ 

 何度も行きたくなるジェラート屋さ

んでした。 

（応援隊：坂本 厚子、川原 雅代） 
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 夏は里帰りやお盆の墓参りなどでお客様を迎えるこ

とが多くなります。そんな時のおもてなし菓子やお土

産に頭を悩ませることはありませんか？ 

 そこで、お勧めしたいのが五色町都志にある住吉

堂の『嘉兵衛餅』です。最近はSNSの影響などで島内は勿

論、島外から買い求めに来られる方も多いとか。そんな

『嘉兵衛餅』の人気の秘密を探ってみました。 

 そもそも、この『嘉兵衛餅』が誕生したのは昭和40年頃。

すぐ近くにあった当時の役場の助役から「土産用に何かで

きないか」と声を掛けられたのがきっかけで、都志地区が

高田屋嘉兵衛翁生誕の地であったことをヒントに『嘉兵衛

餅』を考案したのだそうです。この餅菓子の製法は、昔も

今も全く同じで、原材料も嘉兵衛翁ゆかりの富山（北前船

寄港地）の餅粉と北海道松前の小豆を使っています。餅

の生地はなめらかで柔らかく、程よい甘さの粒あんとのバ

ランスが絶妙です。また、一口サイズもたまりません。もう

一つ、二つと食べたくなってしまう美味しさです。現在は四

代目の岩本教嗣さんと千春さんご夫婦で店を営まれてい

ます。これからも昔と同じ“simple is best”の嘉兵衛餅を作

り続けていきたいと意気込みを語っていただきました。 

 来年は高田屋嘉兵衛翁生誕２５０周年

の節目となる年。同市では嘉兵衛翁関連

のイベントが予定されていますが、きっと

この『嘉兵衛餅』も地元の活性化の一翼を

担ってくれることでしょう。 

     （応援隊：瀬戸 由美子） 

             応援隊取材記事・嘉兵衛餅、わが家流のおもてなし Page ４ 

 

【所 在 地】洲本市五色町都志212 

【電   話】０７９９－３３－００１６ 

【営業時間】午前７時～午後７時 

【定 休 日】水曜日（祝日は営業） 

 外国からホームステイ等で来日された人への、夕食

のおもてなしとしては、基本的には庭でバーベキュー

ですが、北米、中米からの客人にはトルティーヤとサン

ドイッチを、中国語圏からの客人にはモンゴル料理の

ホーショールを用意します。南米

からの客人の時はバーベキュー

と、ついでにシュラスコやピナグ

レッチも用意して喜ばれました。 

 野菜は島の夏野菜をたくさん使

い、食材産地（お米と玉ねぎは主

人が五色で栽培）の紹介もして

客人に振る舞います。      （応援隊：田村 ひろ子） 
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             応 援 隊 取 材 記 ・ 新 鮮 フ ル ー ツ 

・ お 土 産 ・ レ ン タ ル 布 団 Page ５ 

夏休み、お盆休み。親戚や友達が大勢泊りに来てくれるのはう

れしいけど、お布団の準備や片付けは本当に大変ですよね。布団

の出し入れや布団干しは意外と重労働。しかもお客さんの中にア

レルギーの人がいたら 何度もお布団を干してシーツは新しいも

のを買って・・・とお客さんが来る前にどっと疲れてしまいます。 

わたしは先日、親戚の接待ではじめてレンタル布団を利用しま

した。清潔なカバーが掛けられたふかふかのレンタル布団は、寝

心地も良かったようです。お布団の準備や片付けをしなくていい、

アレルギーの心配がいらないと思うだけでも、とっても楽でした。  

今年の夏はレンタル布団で楽々おもてなし。お接待疲れが半減

しますよ。                     （応援隊：川原 雅代） 

夏はやっぱり大玉スイカ。冷たく冷やしてガブ

リっ！夏はこれが最高のデザートです。淡路市

尾崎地区などで栽培されている「祭りばやし７７

７」は、縞模様もはっきりしていて色鮮やか、甘く

てシャリシャリしていて、地元で大人気のスイカ

です。南あわじ市では香り豊かで肉厚な「杉良

太郎西瓜」も売り出し中です。ブランドスイカはも

ちろんおいしいのですが、家の畑でじいちゃん

が愛情たっぷりに育てたスイカも最高です。家

族が集う夏は、みんなの笑顔がプラスされてス

イカのおいしさが倍増します。 

あわじのスイカのうまさ、はんぱないって！ 

 

レンタル布団は夏期1日2,000円前後～ 延泊料金あり。要予約 

(羊毛布団、羽毛布団で値段がかわります。) 

 

ぶどう狩りでおもてなしは、いかがでしょうか。たわわに実った

ブドウをとる⇒洗う⇒食べる。もぎたてのぶどうは、お店で買った

ぶどうより数倍美味しいですよ。夢中になっていたら暑さも吹き

飛ぶはず♪もぎたてぶどうのおいしさ、はんぱないって！ 
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消費者力（理解・選択行動できる力）を高め、安

全・安心な生活を送るため、下記のセミナーを開催し

ます。是非、ご参加ください。 

●時間・・・・第１～５回（午後）、第６回のみ（午前）  
●参加費・・・無料      
●定員・・・・各４０名（先着順） 
●募集〆切・・各開講日の一週間前まで 
●申込先・・・兵庫県淡路県民局県民交流室 
       県民・商工労政課（消費者センター） 
※ 詳しくは下記までお問い合わせください。 

淡路の文化活動・イベント情報 

第２回 淡路島くにうみ講座 
  ろくまい                  わきさかやすはる 

「禄米三石から洲本城主に～脇坂安治出世話～」 
         たけだ しんいち 

■講師 武田信一氏 （淡路地方史研究会顧問） 

■日時 ８月２５日（土） 
 １４時～１５時半（開場：１３時半） 

■場所 洲本市文化体育館 二階会議室 

■定員 先着１００名（事前申込必要）  

第３回淡路島くにうみ講座 

「花と緑で、地域を元気に  

～初心者も楽しめるガーデニングとは～」 
      かねこ あきひと 

■講師 金子明人氏 （園芸研究家） 

講座終了後に、講師と一緒に花植え体験を行いま
す。体験を希望される場合はその旨連絡願います。 

■日時 ９月１６日（日） 

  １３時３０分～１６時２０分（開場：１３時） 

■場所 洲本市文化体育館 文化ホール 

■定員 先着２００名（事前申込必要） 

■申し込み・問い合わせ先 

（一財）淡路島くにうみ協会 

ＴＥＬ ０７９９-２４-２００１ 

ＦＡＸ ０７９９-２５-２５２１ 
   

 

淡路県民局県民交流室 

県民・商工労政課（消費者センター）    

☎0799-26-3360  0799-24-6934 

 

  
 

 平成３０年度第2学期（10月入学）の学生を募集中です。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の大

学です。学びたい人すべてに門戸が開かれた生涯学習の中

枢機関として、幅広い年齢層の学生が、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30年6月15日(金)～8月31日(金) 

 ②平成30年9月 1日(土)～9月20日(木)     

      インターネットでの出願も可 
●問い合わせ先 
 ・放送大学兵庫学習センター 
      ℡：０７８－８０５－００５２   
 ・放送大学姫路サテライトスペース   
      ℡：０７９－２８４－５７８８                   
 ・放送大学ホームページ  
 ｈｔｔｐ//www.ｓｃ.ouj.ac.jp/center.hyogo/  
  ※資料は淡路文化会館にもあります。  

 

淡路島のまち・地域づくり活動を応援する 

『プラットフォーム淡路島』からのお知らせ 
第2回「防災・減災メッセ」 
～大切な家族を守るために！～ 

いつ起こるかわからない大災害。「もしも」があって
も、あわてない・備え・知恵が大切な家族を守ります。
今回は、子どもから大人まで体験しながら防災・減災を
学び、災害に強いまちづくりに向けて意識を高め合うこ
とを目的に開催します。 

○日 時：平成30年8月25日(土)10:30～15:30        
○会 場：県立淡路文化会館 講堂及びその周辺 
○参加費：無料 
【プログラム】 

(１)防災・減災メッセ10:30～ 

 ・バーチャルリアリティ津波体験 

 ・非常食の試食・防災グッズの展示(ブース) 

 ・淡路島こだわりカレーの炊き出し 100食 

   ・「防災お菓子ポシェット」手作り体験 

 ・ひょうご防災特別推進員による防災講座 等 

(２)あわじ地域づくりラウンドテーブル13:00～15:30 

  （高校生と共にあゆむ防災・減災） 

  ・高校生による防災活動の発表 

  ・防災関係者、参加者を交えてワークショップ 等 

【申し込み・問い合わせ先】 
 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 
メール/awajikem@pref.hyogo.lg.jp 

 身近な課題を共有し、
連携し、解決を図る場・
機会を提供します。 

10月生を募集 

消費者力アップリレーセミナ― 

― 受 講 生 募 集 ― 

回 テーマ 会 場 日 程 

1 
「相続人に喜ばれる」ための   

相続対策セミナー  
南あわじ市役所 9/13（木） 

2 
「すっきりと心地よく暮らす

ために」 
南あわじ市役所 10/18（木） 

3 「健康食品」について 洲本総合庁舎 11/19（月） 

4 「仮想通貨」について 淡路市役所 12/13(木) 

5 「食育・食品ロス」について 淡路市役所 1/16（水) 

6 「スマホやネットに潜む危険」 洲本総合庁舎 2/13（水) 

http://www.ouj.ac.jp/
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□□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎0799-52-0260 □Ｆ0799-52-3072 
 

陰陽師と化け狐の壮絶バトル 

  「 神 泉 苑 」  

 

 
□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」  

  「玉藻前曦袂 神泉苑の段」  

□￥大人1,500円  中高生1,300円    

 小学生1,000円  幼児300円 

 

 

 

［所要時間２０分］先着３０名様限定 

11:10、15:00の公演終演後、ふだ

ん見る事の出来ない舞台裏を座員

がご案内いたします。 

※当日11:10､15:00のお芝居を鑑

賞された方、先着３０名様のみ 

 

 

 

 
□日８月25日（土） 
□時14:00（開場13:30） 

□￥当日券 大人3,500円 

 中高生3,000円 小学生2,200円 

前売り券  大人3,000円 

 中高生2,600円 小学生2,000円 

※未就学児は入場できません。 

 今、最もチケットが取れない講

談師  講談と淡路人形座で魅せ

る・聴かせる“真夏の忠臣蔵” 

○淡路人形座 

「仮名手本忠臣蔵 殿中刃傷の段」 

○神田松之丞 

 夏なのに「赤穂義士伝」二席 

◆淡路人形座 ８月公演 

新館開館６周年特別企画 

バックステージツアー 

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８月18日○土 、9月15日○土   
□時13:30～15:00ぐらい 
定員：20名（先着順） 
□￥１回 500円(資料代含む）  

 

 
□日８月18日○土 、25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 
※申込問い合わせは、アソンブレホール
まで 

◆淡路市立アソンブレホール 

ウクレレ教室 

◆淡路島国営明石海峡公園 

 

□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) 

 
 
 
□日8月19日○日   

□時1回目 11:00  2回目 14:00 

□会ホール内  

□￥無料(要整理券) 

※整理券は、8/6○月 10時より、サ

ンシャインホールで配布。 

 

 

 

□日8月26日○日   

□時14:00(開場13:30) 

□会ホール舞台 

□￥500円(お茶とお菓子付) 

今回は、星、月、澄み渡る夜空を

テーマにクラッシク、ジャズ、ポピュ

ラー音楽をお届けします。 

◆淡路市立サンシャインホール 

健康体操 

ふだんぎコンサート 

～キラキラ★星降る音楽会♪～ 

 

 

□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(7月16日

○月 ○祝 は開館翌日休館） 
 
 
 

  

 国や文化の違いを超えた二人が奏でる

筆墨の響きをお楽しみください。  

□日7月7日○土 ～9月24日○月 ○祝    

□時9:00～17:00(入館は16:30まで） 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館 

マイケル・ホフマン×仁科惠椒 二人展 

「邂逅－Sonorous Voices－」 

 

 
□□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

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

 

□日7月7日○土 ～9月2日○日  
□時10:00～17:00  

□場 ビジター棟ほか□￥イベントにより

異なる（別途入園料、駐車料金必要） 

 

 
□日８月11日○土 、12日○日  

□時13:30～15:30  

□場大地の虹花畑 

□￥無料（別途入園料、駐車料金必要） 

ヒマワリのつみとり体験 

わくわく昆虫フェスタ 

新館開館６周年記念公演 

神田松之丞淡路島初上陸 

 

 

□所〒656-2131淡路市志筑新島5-4    
☎0799-62-2001 □Ｆ0799-62-6465 
□休火曜休館 
 
 
 

 ホールイベント・フリーマー

ケットなど。 

□日9月2日○日  □時10:00～16:00 
□会しづかホール・ホワイエ・駐車場  

□￥ 無料 ※出店者募集。詳しくは

お問い合わせください。  

 

  

 テーマは『どうぶつ』 

 夏休み、自然とどうぶつに触れ

あおう！ 

□日8月26日○日  □時13:30(開場13:00) 

□会しづかホール 

□￥前売り○大 1,200円 ○小 600円 

 当日 ○大 1,400円 ○小 700円 

※○小 は小学生以下 
※全席自由、未就学児は保護者の  
膝上のみ観覧無料 
※終演後に楽器体験コーナーあり
（子ども対象） 

◆淡路市立しづかホール 

プラネタリウム 

第9回しづかマルシェ 

親子で楽しむクラシック 
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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230カ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。ご愛読よろしくお願いし

ます、とともに、読者の皆さまからのお便り、情報をお待ちしていま

す。また、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  

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

インフォメーション 

 

□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 

 

 
 富山市八ツ尾で行われる「おわら風の
盆」の情景を写真を展示しています。 
□日 ８月４日○土 ～16日○木  
□会美術展示室 
 
 

 脳トレ・手探り・アバウトで製
作した個性豊かな船舶模型の展示
会 □日 ８月７日○火 ～20日○月  □会 美
術展示室 

 

 

□日８月18日○土 ～27日○月  □会 美術展
示室 

◆淡路文化会館 

編集だより 

  今月の特集いかがでしたか！？ 

 汗が滲みミーンミーンと鳴くセミの声、じわっ

と汗がにじむ今日このごろ。 

 最近のマイブームは“ぶどう”をまるごと冷凍し

ておき、外出から帰ってきたときの、ひとつまみ

に夏の幸せを感じる。  (応援隊：竹代 ゆう） 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

 

 

□所〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎0799-74-1200 □Ｆ0799-74-1201 

□時10:00～18:00（最終入館17:30） 

 

 
 

 
 

□日7月14日○土 ～9月14日○金   

□￥ 大 人600円、70歳 以 上(要 証

明）300円、高校生以下無料 
 
 
□日8月1日○水 ～8月15日○水  
□時①10:00～ ②14:00～ 
【要予約、参加費無料】 

□￥ 大人600円、70歳以上(要証明）300

円、高校生以下無料 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ0799-24-4452 

 

・ウエルカムコンサート 
・親子ヨガ 
・プール特別企画 
・インボディー測定 
・似顔絵ブース 
・出店(かき氷、ヨーヨー他) 

□日８月19日○日  □時9:00～17:00    

□￥一部有料 

◆洲本市民交流センター 

市民交流センター祭り  

 

□□□所所所656-0021洲本市塩屋1-1-17 

☎0799-25-3321 □Ｆ0799-25-3325 

  

 

□日8月5日○日  

□時14:00～（開場13:30）  

□会文化ホール『しばえもん座』□￥無料  

 

 

  

 佐渡裕芸術監督指揮による約1時

間のミニコンサート。 

□日8月8日○水 □時16:00～(開場15：30) 

□会文化ホール『しばえもん座』 

□￥前売り大人1,000円、小人500円 

 ※当日500円増し ※全席自由 

 ※未就学児の入場はご遠慮下さい。 

 

 

 一人ひとりの思いを込めて、歌う楽

しさや交流の輪を広げましょう。 

□日8月25日○土   □時13:00～16:30 

(開場12:30) 

□会文化ホール『しばえもん座』 

□￥無料 

第41回洲本高校吹奏楽部 
定期演奏会 

◆洲本市文化体育館 

佐渡裕と 
スーパーキッズ・オーケストラ 

すもとミュージックキャンプ 
2018ミニコンサート 食虫植物解剖教室 

トロピカルガーデンショー 
ー2018－ 

神々が宿る島 

越中八ツ尾「おわら風の盆」 

写真展 

井村 澄展脳トレ船舶模型展 

 
 

□所〒656-0021洲本市塩屋1-1-17    

 ☎□F 0799-22-3322  

 

 

絵画、写真、彫刻などの作品展 
□日8月17日○金～19日○日 
□時10:00～17:00 
（17日は12:00から19日は16:00まで） 
□会３Fギャラリー  □￥鑑賞無料 

◆洲本市民工房 

第38回白美会作品展 

第5回声楽リレー 

写真的自然観2018 


