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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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 わたしが小学生の頃、（う～

ん半世紀程前?）淡路は「花と

ミルクとオレンジの島」と言わ

れていました。キンセンカ、菊

等四季折々の花が畑一面、温室

ではカーネーション、バラ、ス

イトピー等々、色んな花が楽し

めました。その中でコスモス

は、保育園や小学校の花壇で涼

しくなった秋の風に可愛く揺ら

いでいました。幼い頃の記憶で

秋の花として真っ先に思い浮か

ぶのがコスモスですが、現在の

淡路でもいろいろな所で、可憐

なコスモスが楽しめます。今年

の見ごろは、10月中旬から11月

中旬のようです。 

 南あわじのイングランドの丘

では、イングランドエリアの大

花畑で10万本のコスモスの見ご

ろが11月中旬です。満開のコス

モス畑で風船飛ばしのイベント

もあります。コスモスと風船と

青空、インスタ映えしてきれい

でしょうね。 
北淡路エリアのあわじ花さじきでは、山の

上の大阪湾を望む丘陵地に50万本のコスモス。天

気の良い日には、青い空、青い海、インスタ映え間違いなし。

10/6～11/4までコスモス祭りを開催しています。 

パルシェ香りの館では、10/15から(開花時期、天候で変

更) コスモスの摘み取りが出来ます。100円で30本です。 

この季節の淡路には、休耕田にコスモスを植えて通行す

る人を楽しませてくれる所が、各地にあります。淡路島の

秋をのんびり満喫しながら、ドライブしてみませんか。コ

スモスシーズンの終わり頃には、お世話している方から

「好きなだけ摘んで良いよ。」と言ってもらえたことがあ

りました(ラッキー！)。 

夏の暑い頃に種をまき、雨が降らない時は畑一面に水を

やり、雑草取りをして、丹精込めてきれいに咲いたコスモ

スを満開の時は目で楽しませてもらい、刈り取る前に残っ

た可愛い花と種を頂きました。 （応援隊：坂本 厚子） 
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 明石海峡公園では、毎年9月中旬から11月初めまで秋

のカーニバルを開催しており、多品種のコスモスを楽

しめます。また、コスモスの摘み取りイベントなど、

たくさんのイベントが体験できます。コスモス花壇の

デザインは毎年テーマにそって変わり、コスモスの種

類も変わるので、何度見ても楽しめますよ。   

  国営明石海峡公園 近藤 洋介（応援隊：岡まさよ）  
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Page 2 応援隊取材記事・洲本の紅葉名所めぐり 

 洲本の紅葉の名所といえば「名号石

（みょうごいし）」と答える人が多いでしょうね。名

号石って何でしょうか？名号っていうのは「仏・菩

薩」の称号をさしていうらしいです。「南無阿弥陀

仏」を六字名号といい、その「名号」をこの場所の

大きな石に彫ったのが弘法大師と伝えられていて、

大きな石の前に沿うようにお堂が建っています。 

その名号石は、洲本バスターミナルから約2Kｍのと

ころにあります。洲浜中学校の正門前を過ぎると陀仏

（だぶつ）川に架けられた「紅葉（もみじ）橋」があります。

この橋の名も名号石が紅葉の名所ということで名付けら

れたのでしょうね。そのまま陀仏川を左に見ながら上

流側へ進んで行くと約1Kmで名号石に到着します。そ

のコースはアスファルト舗装がされているものの、道幅

がとても狭くて車の対向はほとんどできません。駐車

する場所も狭くてせいぜい2～3台くらいです。できれば

ウォーキングで行かれるのがいいと思います。洲本バス

ターミナルから約2Kmですので、ゆっくり歩いても30分あ

れば到着できるかなと思います。車で行く場合は、道路

が狭いので軽自動車などの小さい車がいいですね。 

 陀仏川の源流に近く、名号石橋を渡ると左右にモミジ

の木が現れてきます。渓流沿いのモミジの木は、大木

が多くとても見応えがあります。市街地からも近

く、ゆっくり歩いて行かれることをおすすめします。  

宮滝は、洲本市千草にあり、市街地からは、洲

本第三小学校前を過ぎ、築狭（ちくさ）神社から橋

を渡って猪鼻ダム方面へ少し行くと「みやたき市民の森」という案

内柱が立っています。そこを左折して、2Kmあまり道なりに進んだ

突き当りが駐車場になっています。手前の広い場所などを利用す

ると10台くらいは十分駐車できます。駐車場までの道路沿いにも

多くのモミジの木が植えられていますので、手前で車を停めて紅

葉と渓流を見ながら歩くのもいいと思います。 

トイレ横からは、渓流沿いの山道になり、歩きやすい靴が必要

です。このあたりを「美耶（みや）渓」といい、左側の渓流を見なが

ら約400ｍ、ゆっくり歩いても10分

くらいで宮滝に到着します。渇水

時の水量は少ないですが、約20ｍの落

差の滝です。鮎屋の滝ほど有名ではありませんが、増水時にはと

ても迫力のある姿を見せてくれます。この滝までにもモミジの木が

多くあり、それぞれに紅葉を楽しませてもらえます。 

駐車場までの道路は、対向できないところも多く、運転

には十分な注意が必要です。天気がよければ市内の適

当な場所に車を置き、秋の景色を楽しみながら歩いて行くのもい

いでしょうね。               （応援隊：田処 壱久） 

 

洲本市で紅葉の名所

と い え ば 名 号 石 で す

が、この宮滝もモミジの

木が多くて紅葉を楽し

むことができます。 
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Page 3 応援隊取材記事・北淡路 秋の散策コース 

 淡路インター前の信号を西へ山側へ行き、

途中右に折れると「ここですよ。」と言って

いるようにいちょうの木が一段と背が高く招

いてくれます。淡路西国第三十三番霊場、結

願所である開鏡山観音寺がもみじやいちょう

の木々に囲まれて静かに佇んでいます。毎年

１月第３日曜日には４００年の歴史をもつ

「湯立て神楽」が営まれ、この湯がかかると

一年間無病息災で暮らせるとの言い伝えがあ

り、毎年多くの参詣者で賑わいます。また、

秋深くなると境内にいちょうやもみじ等、黄

色や赤のじゅうたんが敷き詰められ、身も心

も幸せ色に染まります。 

 神戸淡路鳴門自動車道北淡インターの側道を育波川沿いに上がっていくと大き

ないちょうの木が育波全体を見渡しているように立っています。平成１６年の

台風で薬師さんのお堂も壊れてしまいましたが、地域の人たちが復興を合

言葉にお堂を再建し、薬師さんの土手には、平成１８年度育波小学校卒業生１

４名が川や周りの景色に思いをこめた絵をタイルに焼き付けて飾っており、通

る人たちの目を楽しませてくれています。その上で大きないちょうの木が「今

日も何もなかったよ、よかった、よかった。」と言っているようです。 

 皆さまも、小学生の頃、いちょうやもみじの葉っぱを拾って、本に挟んで押し葉を作ったことがあると思います。今年は、もう一度、押

し葉を作ってみませんか。何年、何十年後に思い出すのも楽しみですよ。                     （応援隊  廣岡ひろ子） 

 淡路市長沢にある東山寺は、旧津名町、一宮町、北淡町か

ら上がって行きやすい所にあり、秋のハイキングコースとし

ても有名で、山門の前には大きな紅葉したもみじが出迎えてくれます。山門を

くぐって階段までの両側にももみじの木が植えられており、まさに東山寺イ

コール紅葉寺とでもいえる位です。もみじの葉っぱは、赤ちゃんの手の代名詞

とされるように本当に身近に感じられ、ついつい落ち葉を探すのが楽しみとな

ります。そして、東山寺の近くでは、色白で、やわらかく、おいしい大根が有

名です。晩秋の季節、特におでん等にピッタリで心身ともに温まります。 

 常隆寺は、淡路市北部の常隆

寺山（標高５１５．３ｍ）の山頂近くに位置して

います。旧北淡町仁井から自動車の通れる道が通

じています。秋はもみじ、椎、杉で覆われてい

て、まわりの雑音も耳に入らず、家族で余り経験

できない静けさや、小鳥のさえずり、木や葉の香

り、木漏れ日の美しさ、澄んだ空気を全身を使っ

て味わうことをお勧めします。 
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 明石海峡大橋が1998年4月に開通して２０年。通行料の

値下げやスマートインターの完成などもあり、京阪神から

来やすくなりました。島内には観光農園がいくつもあり、

手頃なレジャーとして季節の果物狩りに来島する人が増

えています。春のイチゴ（温室イチゴは冬から）から始まっ

て、ビワ、モモ、ブドウ、ブルーベリー、イチジク、クリ、ミカ

ンなど・・・。  

 淡路島は、『花とミルクと

オレンジの島』と呼ばれて

いるように、柑橘類が特産

で、その代表が温州ミカン

です。周りを海に囲まれた

温暖な気候で、山の斜面

にミカンの木がたくさん植

えられました。昭和３０年

代ごろほどの作付面積は

ありませんが、今も島の北

から南まで広く栽培されて

います。 

Page 4 応 援 隊 取 材 記 事 ・ み か ん 狩 り 

 この度、淡路市山田（旧一宮町）にあ

る里農園さんを訪ねました。代表は里

昌樹（さと まさき）さんです。昌樹さん

のお祖父さんが終戦後、栽培を始めたのがスタート。その後、お

父さんが和歌山での修業の後、１９６３年より本格的に取り組

み、現在は昌樹さんへと代々引き継いでこられた歴史あるミカン

農園です。極早生、早生、中生の品種を約５０００～６０００本の

低木で栽培しています。また、約１６年前からミカンの木のオー

ナー制度を始め、現在約８０名が１２０本を利用しています。(残

念ながら、新規募集はありません。)土・日曜日にはイベントで、

タマネギの天ぷらをいただけたり、ミカン畑の中で宝探しが行わ

れていてとても好評です。また、多くの子ども達が「ミカンのもぎ

取り体験」にやって来るとのこと。今年は、10月20日にオープンし

ました。最盛期の11月にはたくさんの来園者で賑わうことでしょ

う。 例年以上の酷暑、猛暑が続いた夏が過ぎて、秋本番・・ミカ

ン狩りで島の秋色を楽しんでみませんか。  

                          （応援隊：中田 浩嗣） 

・開園日：10月20日～11月25日  

      雨天時休園あり。 

      平日は予約必要、土日祝は予約不要。 

・開園時間：10:00～17:00（受付16:00まで） 

・料金：大人(12歳～)：¥800  

     小人(6～11歳)：¥600 

     幼児Ａ(3～5歳)：¥300  

     幼児Ｂ(～2歳)：無料 

 ＜連絡先＞  

   里農園 代表：里 昌樹さん 

       住所：淡路市山田１７４－２ 

        電話：0799-86-0291 

       FAX ：0799-86-0297        
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Page ５ 応 援 隊 取 材 記 事 ・ 自 然 薯 祭 り 

 山芋と比べ①風味②粘り③のび④ぬめりが強

く、古来より滋養強壮食として珍重されてきた自

然食。 

 ぬめりのある食物は、粘膜細胞を活性化し、若

さを保てると言われています。 

 長澤地区では公民館活動として、年間約９００

本の自然薯を栽培しています。 

 収穫した自然薯は、長澤自然薯祭りや長澤青空

朝市、伊弉諾神宮農業祭で販売しています。 

自然薯祭り  
生穂の信号を県道１２３号へ１５分 

淡路市長澤620-2 長澤会館 

平成30年12月2日（日） １０：００～１５：００ 

１０:００～ 大正琴、ゲスト歌手などの芸能 

１１:００～１４：００   

とろろ汁ご飯販売 東山寺大根の漬物付（500円） 

１４：００～ 餅まきの予定          

 ※自然薯、農産品の販売のほか、外国人移
住者による自家製パンの販売。野菜類は高
地の特性を生かし、他地域より早く旬のも
のを販売しています。 
 会場の長澤会館は海抜２１１ｍ。播磨灘を見下ろ
し、自然豊かな田園風景の中、芝生の上の上でくつろ
ぎ、頂くとろろ汁ご飯は、昆布とカツオの濃厚な出汁
がマッチして美味しいと好評です。 

（談：上田 富弘さん  応援隊：米田 静子） 

長澤青空朝市：毎月第４日曜日７:００～１０：００ 

      場所：長澤会館 

1～３月 自然薯 米 サツマイモ 大根 ほうれん草 里芋 レモン  

４～６月 米 サツマイモ ほうれん草 

７～９月 米 サツマイモ 

１０～１２月 自然薯 米 サツマイモ 大根 ほうれん草 里芋 白菜 

平成３１年 １～３月 第４日曜日  

        １１：００～１４:００ 
自然薯祭りで販売されるとろろ汁ご飯

と同じものをいただくことができます。 

問い合わせ先 : 長澤元気村協議会 喜田 実 

    TEL : 090-4495-3288 
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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 

淡路島竹灯籠 ～晩秋から初冬のあかり2018～ 
 地域再生に取組む島内の六地域が連携し、地域資源

を活かした竹灯籠の幻想的な空間を作り出します。竹

灯籠のやわらかなあかりをお楽しみください。 

〇摩耶山竹灯籠 摩耶のあかり 
 □時  １１月８日（木）新月 18:00～21:00 
   少雨決行、雨天の場合は11／9に順延 
 □場  鷲峰寺参道入り口～展望所 淡路市野田尾1064 

〇竹灯籠で浮かび上がる弥生時代の鍛冶遺跡 
 □時  １１月１７日（土）  17:30～21:00 
   少雨決行、翌18日に収穫祭開催 
 □場  五斗長垣内遺跡 淡路市黒谷1395-3 

〇生田村竹灯籠 戦国をしのぶ備中館跡のあかり 

 □時  １１月１８日（日）  17:30～21:00 
   少雨決行、ミニそばのふるまい他 
 □場  そばカフェ生田村周辺 淡路市生田畑152 

〇もみじを照らす竹灯籠 

 □時  １１月２３日(金、祝) 17:00～21:00  少雨決行 
 □場  東山寺境内 淡路市長澤1389 
○柳沢竹灯籠 棚田のあかり 
 □時  １２月１日（土） 17:00～20:30 小雨決行、 
   雨天時は2日○日に順延、米粉団子、しょうが湯 
    のふるまい 
 □場  みか谷付近の棚田 淡路市柳沢丙93 

〇鮎原下に新たな竹灯籠 

 □時  １２月８日（土）～１１日（火）夕刻から 
   少雨決行、8日○土と11日○火にイベント開催 
 □場  古民家ついどはん付近の棚田  
    洲本市五色町鮎原下511 

 □問  淡路県民局県民交流室未来島推進課 
   Tel 0799-26-3460 
   詳しくはＨＰ淡路島竹灯籠で検索 

淡路の文化活動・イベント情報 

平成30年度 第5回淡路島くにうみ講座 

「マンガで紡ぐ“国生み神話” 

 ～謎と浪漫に包まれた古代淡路島を紐解く～」 

■講師 里中 満智子 （マンガ家） 

■内容 「古事記」の冒頭を飾る国生み神話や、   

古来より御食
み け つ

国
くに

と呼ばれる歴史ロマンあふれる淡

路島の魅力などを語っていただきます。 

■日時 １２月２日（日）１４時～１５時３０分 

■場所 淡路夢舞台国際会議場（淡路市夢舞台１番地） 

■定員 ３００名 （無料） 

※事前申込必要。締切１１月２９日（木） 

お問い合わせ:（一財）淡路島くにうみ協会 事業課 

Ｔｅｌ：0799-24-2001 Ｆax：0799-25-2521 

Ｅメール：awajishima@kuniumi.or.jp 

URL :http//www.kuniumi.or.jp    

  

  

 

 

  淡路島内各地に受け継がれている伝統芸能や郷

土芸能、新興・創作芸能をお楽しみください！ 

※詳しくはチラシ、ポスターをご覧ください。 

「ジャンボ書道協働パフォーマンス」 
 障害者と様々な方がペアでジャンボ書道作品を

制作するほか、飲食・販売・体験ブース、障害で

お困りの方の無料相談コーナーもあります。 

日 時 11月25日(日) 9:00～12:00 

場 所 県立淡路文化会館 

問合せ 淡路文化会館 TEL 0799-85-1391 

 

～第3回 あわじ地域づくりラウンドテーブル～ 

「地域づくり活動に生かすチラシ」 
講 演 と 実 習：畠 健太郎さん(グラフィックデザイナー)  
・何のために、誰に向けて、どんなふうにチラシをつくる

のか？ 

・効果的なデザイン、掴み文字や色遣いなど、チラシづ

くりで苦労したことはありませんか？ 今さら聞けない

チラシづくりの疑問や悩みなどを共有し、より良いチラ

シを発信したいですね！ 

・畠 健太郎さんの講演のあと、指導を受けながらグ

ループで、課題のチラシをつくります。それを選定の

上、当会のチラシとして使用します。 

・実習もあり、とても役立つ内容です。興味のある方は

氏名、住所・連絡先等を明記の上、下記へお申し込み

ください。 
 日 時：11月２4日(土)13:30～16:30 
 会 場：洲本市総合福祉会館3階（洲本市山手2-2-26）    

定 員：30名  参加費：無料  
主 催：プラットフォーム淡路 

【お申し込み・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/0799-26-6934 
メール/awajikem@pref.hyogo.lg.jp 

人形浄瑠璃街道推進事業 

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。 

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 
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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 

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 

③「人形解説」 ・「バックステージ」 

□￥大人 500円  中高生400円    
 小学生300円  幼児 100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。 

※3日 ○土 、4日 ○日 、11日 ○日 、18日

○日 、23日○金 ○祝 、24日○土 、25日○日 の

11:10､15:00のお芝居を鑑賞され

た方、先着３０名様のみ 

 

 

 
□日12月９日(日) 

□時18:00（開場17:30） 

□￥当日券 大人2,500円 中高生2,000円 

小学生1,500円  2階席1,500円 

前売り券(発売中 １階席指定) 

大人2,000円 中高生1,700円 

 小学生1,300円（2階席は当日のみ） 

※未就学児は入場できません。 

○「座員による演目解説」  

○「菅原伝授手習鑑 寺子屋の段」  

◆淡路人形座 １１月公演 

人形まつり特別企画 

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12月2日○日  □時19：00(開場18:00) 

□￥入場無料  

 

 
○健康体操 
□日11月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 

○ウクレレ教室 
□日 11月10日○土 □時 13:30～15:00ぐ
らい □会アソンブレホール 
□￥ 1回500円(資料代含む）先着20名
※いずれも申込問い合わせは、アソンブ
レホールまで 

◆淡路市立アソンブレホール 

第26回歳末助け合い運動 
アソンブレ歌謡祭（生バンド演奏） 

◆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) 

 
 

  

 今年もサンシャインホールに落

語の季節がやってまいりました♪ 
□日11月11日○日   
□時14:00(13:30開場/16:00終演予定) 
□会ホール  
□￥ (前 売)一 般 ￥1,000/高 校 生 以

下・障害者手帳保持者・70歳以上 

￥500 (当 日)一 般 ￥1,200/高 校

生以下・障害者手帳保持者・70歳

以上 ￥700 定員： 220名 

《出演者》桂 九雀・桂 かい枝 
     桂 雀太・露の 新幸 

 

 

□日11月18日○日  □時14:00～14:40 

□会１Fロビー  □￥観覧無料 

今回は、芸術の秋にちなんでクラ

シック音楽を皆さまの、身近にお届け

します。ふらっとお出かけするような

“ふだんぎ“でお気軽にお越しください♪ 

◆淡路市立サンシャインホール 

教室案内 

ふだんぎロビーコンサート 

 

 

□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10月2日○火 ～12月2日○日    
□時9:00～17:00(入館は16:30まで）  

    

 
□日10月2日○火 ～11月4日○日    
□時9:00～17:00(入館は16:30まで） 
□会玉青館多目的室 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館 

 

 
□□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

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

 

 

□日11月17日○土、18日○日、23日○金○祝 
 24日○土 、25日○日 の5日間  

□場ビジター棟1階 

□￥森の時計づくり350円 

 メッセージボードづくり150円 

（別途入園料、駐車料金必要） 

季節のクラフト「森の時計づくり 
＆メッセージボードづくり」 

鶴澤友路師匠を偲ぶ会 

 

 

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

太鼓奏者木村優一と 

     太鼓楽団大地 

□日11月25日○日   

□時14:00～（開場13:30)  

□￥前売り/2,500円 当日/3,000円 

□問しづかホール TEL:0799-62-2001  

  Mail：info@shizukahall.com  

 

 

出演者：スタインウェイアーティ

スト 金子三勇士  
□日12月24日○月 ○祝   

□時14:00～（開場13:30） 
□￥前売り/2,500円 当日/3,000円 

※全席指定、未就学児は入場でき
ません。 

◆淡路市立しづかホール 

第２４回ひがしうら寄席 

にっぽん太鼓物語 

金子三勇士ピアノコンサート 

良華ムラギシ南画屏風展 

平成円空彫り作品展 

TEL:0799-62-2001
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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 

 

 
 今回の展示で、10回目になります。最
後の作品展をお楽しみください。 
□日 11月７日○水 ～20日○火  
□会美術展示室 
 

 
 

 淡路島で絵手紙を学んでいる人
達のサークルの合同展示会です。
□日11月８日○木 ～24日○土   

□会県民ギャラリー 

 

 
 

 知的障がい者の方々の美術作品の展示 

□日11月23日○金 ～12月9日○日   

□会美術展示室・県民ギャラリー 

◆淡路文化会館 

編集だより 
 うだるような猛暑の熱風にうなだれていた木々

たちが、やや涼しげな日々が増えるにつれ「待っ

ていました」と言わんばかりに彩づきはじめ、実

りの季節を迎えました。さて今年はどんな秋を満

喫しようかな！？ 

 今月号の特集が参考になれば幸いです。個人的

には豊食の秋まっしぐら(笑) 

  (応援隊：竹代 結） 

◆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9月15日○土 ～11月11日○日  

□￥ (～11月11日）入館料大人1,500円､
70歳以上(要証明)750円 ※高校生以
下無料 
 

 

出演：南あわじ市立三原中学校郷土部 

□日11月3日○土□￥観覧無料(要入館料） 
 
 

 
□日11月17日○土～1月20日○日 
□￥ 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 

 

流木で作った椅子､机､彫塑､絵画など 

□日 ～11月11日○日 □時 9:00～21:00

(11日は16:00まで) □￥鑑賞無料 

 

 

・作品展11月30日○金 ～12月2日○日  

・開館40周年記念コンサート 

・クリスマスお茶会12月1日○土  

・1日体験教室 

◆洲本市民交流センター 

流木イスと絵画展  

 

□□□所所所656-0021洲本市塩屋1-1-17 

☎0799-25-3321 □Ｆ0799-25-3325 

 

□日10月31日○水 ～11月4日○日  

□時9:00～18:00(最終日～16:00)  

□会会議室１A・２C □￥無料  

 

 

 日本オペラ界の歌姫がお届けする 

日本のうた 世界の歌 
□日11月３日○土○祝  
□時14:00～(開場13:30) 
□会文化ホール『しばえもん座』 
□￥S席 5,000円、A席 4,000円、 
 B席 3,000円 
※全席指定 
※未就学児のご入場はご遠慮下さい。 

 

 

 

 洲本市内の小学校の音楽会。中学校

のゲスト出演有り。 

□日11月９日○金    

□時【午前の部】  9:30～11:30 

 【午後の部】12:30～14:30 

□会文化ホール『しばえもん座』 

□￥無料 

◆洲本市文化体育館 

幸田 浩子 

ソプラノリサイタル2018 

第71回洲本市美術展 
「パステル人物画」展 

淡路島から元気いっぱい 

絵手紙展 

 
□所〒656-0021洲本市塩屋1-1-17    

☎□F 0799-22-3322  

 

 特別養護老人ホーム「ふくろう

の郷」の入居者や家族を描いた油

彩約30点の展示 □日11月9日○金～11

日○日  □時10:00～17:00（11日は16:00

まで）□会３Fギャラリー □￥鑑賞無料 

◆洲本市民工房 

大槻小百合展 

平成30年度 
洲本市小学校連合音楽会 

第9回「協生」あわじ障がい者 

美術作品展 

市民交流センター文化祭  

特別展あわじガーデンルネサンス２０１8  

伝統芸能K IDSー淡路人形浄瑠璃  

クリスマスフラワーショー  2018  
北欧のクリスマス  


