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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

発行日 201９年1月1日 

月
刊 

代 表：岡本宜照 住職 

住 所：洲本市上内膳2132 

電 話：0799-22-0281 

 淡路島中央、淡路富士先山４４８ｍ。千手観音を御本尊とし、淡路島西国三十三ヶ所霊場、淡路四国八十八ヶ所霊場、

淡路島十三仏の第一番霊場である千光寺があります。茶屋から約200段の階段を登っていくと、とても珍しい狛猪が迎え

てくれます。これは天保2年（1831）4月に奉献されました。よく見ると口元は阿吽の形にはなっていないように見えますが、

牙が出ているほうが「阿」、牙が出ていないほうが｢吽」です。本堂の中には、狛猪が描かれた絵馬が奉納されています。

年末年始にいただける破魔矢には猪の絵馬がつけられています。なぜ、狛猪なのか？ 

 次項の千光寺縁起(民話）をご覧ください。２０１９年亥年が、次の始まりや目標に向かい、エネルギーを蓄えて猛進して

行く年になることを願っています。                                       （応援隊：中田 浩嗣） 

 洲本市の厳島神社（弁天さん）では、その年の干支

のおみくじを授与されています。今年の干支は亥、か

わいらしい猪の裏側におみくじが入れられています。

おみくじを見た後には飾っておくのもいいですね。浦

上宮司は、「お正月には干支のお

みくじを受けられ、一年間のお守

りとして大事にしていただけたらと

思います」と話されていました。皆

さんも今年の運勢をかわいらしい

猪で占ってみませんか。 

       （応援隊：田処 壱久） 

 十二支の「子丑寅卯辰巳午未申酉戌

亥」。今年は、十二番目の亥（いのし

し）年です。 

 昔から神社や寺には、神使（しんし）

と呼ばれ、神のお使いとされる動物の

像がおかれています。それらの多くは

狛犬ですが、獅子、亀、鳩、牛など多く

の種類の動物が神仏の守護神として

本殿の前に一対となって鎮座し、口元

は｢阿吽」の形になっています。 
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           Page 2 応 援 隊 取 材 記 事 ・ 民 話 ・ 地 名 

 延喜元年（901年）醍醐天皇の時代に播磨の国の狩人忠太（藤原

豊広）が播州上野（兵庫県西脇市上野）の山中で、身の丈九メート

ル背中に笹が生えて荒ぶる為篠王（イザサオウ）という白い大イノシシを射ました。 

ところが、猪は傷つきながらも海を渡り、淡路島の山奥、先山の頂上へと逃げ込み

ました。忠太が跡を追うと、先山の大杉の洞穴に、胸に矢の刺さった光り輝く千手観

音像がありました。驚いた忠太は、これまでの殺生を悔い改め頭を剃り、寂忍（じゃくに

ん）と名を改めて出家し、ここに観音像を祀る寺を建立したといわれ

ています。そのためか、千光寺の本尊は千手観音です。本堂の中

には狛猪の絵が飾られ、本堂の前には狛犬ではなく千手

観音のお使いとして猪が向かいあって置かれています。 

 先山は洲本市内にあり、淡路富士と呼ばれる淡路島で五番目に

高い山（４４８ｍ）です。国生み神話でイザナギ・イザナミの二人の神が

淡路島を創ったとき最初にできた山と言われています。その先山の頂

きにある高野山真言宗のお寺千光寺の始まりのお話です。 

（応援隊：竹代 結） 

 洲本市千草に「猪鼻」という地区があり、近くを流れる川が猪鼻

川でその上流には洲本市の水道水の一部を賄う猪鼻第一ダムと

猪鼻第二ダムがあります。また、猪鼻地区南側の山頂部（標高320

ｍ）には、猪鼻城という山城跡があります。 

 なぜ「猪鼻」というのでしょうか？地区の人に聞くと「猪がいっぱい

いるから」という人もいましたが、「知らない」という人がほとんどで

した。猪鼻城という名称があるくらいですから、そうとう昔から猪鼻

という地名があったと思われます。この猪鼻城がある山の姿が「猪

の鼻」に似ているというのが有力な説のようです。                   

                         （応援隊：田処 壱久） 

淡 路 市  

小田・猪ノ尾 釜口・猪ノ熊 野島常盤・

猪ノ埼 河内・猪ノ坂 仁井・猪ノ坂 大

町畑・猪木畑 浦・猪ノ尻 野田尾・猪ノ

本、猪ノ毛谷 室津・猪ノ尻 大谷・猪ノ

伏 生田畑・猪ノ坂、猪ノ谷 

洲 本 市 

相川・猪ノ内、猪の奥 安乎町宮

野原・猪ノ木谷 五色町鳥飼・猪ノ

木谷 五色町鮎原中邑・猪倉 千

草・猪ノ田、猪ノ鼻、猪ノ谷、猪

谷口、猪ノ平、猪谷、猪ノ谷など 

南 あ わ じ 市  

広田広田・猪ノ尾、猪ノ

谷、猪ノ奥、猪ノ木谷 

筒井・猪頭  

阿那賀・猪ノ谷  

伊賀野・猪ノ谷   

 洲本市千草猪鼻のほかに地名は見つからなかったのですが、「兵庫県小字名集・淡路編」を調べてみました。

猪のつく地名は、小字ではたくさん出てきました。見落としたところもあると思いますが、ご容赦くださいね。 

 猪が神使の寺社は、島外にもいく

つかあります。お出かけの機会が

あれば、是非出会ってきてくださ

い。また、それぞれの縁起を聞いて

みるのも楽しいですね。 

            (応援隊：中田） 
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           Page 3 応 援 隊 取 材 記 事 ・ 亥 の 子 祭 り ・ 猪 グ ル メ 

 私の子どもの頃（約60年前）は、亥の子のことを「いんのこ」と呼び、秋の収穫が終わると新米で亥の子餅やまぜ

ごはんを作って収穫に使った農機具に供えていました。特に記憶に残っているのは、我が家に十数本あった鎌を綺

麗に研いで、その前に供えていたことです。その時家族そろって食べた新米で作ったまぜご飯は、収穫を手伝ったと

いう自負から、とてもおいしかったのを覚えています。収穫を手伝いに来た非農家の親類も招いて、お土産に亥の

子餅を持って帰ってもらったりもしていました。 

 文献によると淡路島内の亥の子の行事は多くあります。しかし、今は昔のこととなってしまったのか・・・。思い出と

ともに紹介させてもらいました。                                     （応援隊：米田 静子） 

※ 参考文献 永田誠吾著 稲作の祭りと祈り 教育出版センター 

１弁天祭 

 現在祭りの行事として行われているのは、洲本

厳島神社で行われている弁天祭と島内の真言宗の

寺院が毎年持ち回りで行う「回り弁天祭」となっ

ている。いずれも子宝、豊穣、家業繁栄の神、弁

財天「イツキ神」信仰と亥の子の行事の習合した

形態が見られ、農家の厚い信仰を得ている。 

２亥の子餅 

 牡丹餅、黄な粉餅、白餅などがあるが、いずれ

も俵型に作る。現在でも和菓子店で亥の子餅と称

して売られている。 

 旧暦10月の亥の日（現在は11月の亥の日）を祝う行事で、秋

の取り入れがすんだ時期に行われる収穫祭。 

 亥の日に行う理由は、イノシシが多産であることに結び付けて

豊穣を感謝し、翌年の豊作を祈願する祭りだからです。 

 

 

 イノシシの肉をたっぷりの野菜と一緒に味噌で煮込

んだぼたん鍋。イノシシやイノブタのお肉の味が引き

立ちます。シメは丼風で。煮詰まったスープに卵をおと

して半熟になったら白ごはんにかけてみてください。 

オードブルやおせちに

猪豚ソーセージ！ 

いろんな猪豚ソーセー

ジを食べくらべながら

淡路島のイノシシ話で

盛りあがろー 

 イノシシのお肉は抵抗あるけど、イノシシ年気分を味わいたいわ・・・と言う方にオススメなのが、

ゴールデンボアポーク。ゴールデンボアポークは猪豚×猪豚、つまり四元豚。このお肉がはいっ

た「カレー名作劇場 名豚ゴールデンボア ポークカレー」は、程よい辛さでまろやかな味。レトル

トカレーになっているので調理も簡単♪かわいいパッケージにはゴー

ルデンボアポーク誕生物語が書いてあり、これを読んでから食べると

美味しさが倍増します。帰省客へのおみやげやお年賀にすると喜ば

れること間違いなし。                （応援隊:川原 雅代） 
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♪もういくつねると お正月……。今年は亥年（己亥 

つちのとい）。いつの頃からかイノシシによる農作物被

害が出始めて、従来の防除方法（金網、電柵）で対応し

てきましたが管理に手間がかかったり、イノシシの方が

学習して柵をわけなく飛び越えたりするようになりまし

た。 

そこで、淡路市有害鳥獣対策協議会では、北海道の

業者が考え出した「スーパーモンスターウルフ」の導入

を検討しています。現在、今後のイノシシ対策の参考と

するため、期間限定で無料貸し出しを行い、設置効果

の検証を行っています。 

スーパーモンスターウルフとは、野生動物の天敵で

あるオオカミをイメージし、狼を模した声を基本に５７種

類の多種多音な威嚇音とＬＥＤの光と動きでイノシシを

近づけないようにするものです。威嚇音の大きさは自由

に変えられ、到達距離は１～２ｋｍ、またＬＥＤ光の到達

距離は１５０～２００ｍで、電源はバッテリー又は太陽光

で、センサーにより稼

働します。 

い の し し と 言 う と

［猪突猛進］という言

葉どおり、激しい勢い

で進むたとえとして、

よくがんばる人に使

われていましたが、

今ではイノシシイコー

ル有害動物になって

しまいました。 

もし言葉が通じ合

えば、いがみ合わな

いで話し合いができ

るのにと思います。今年こそは世界中に生を受けてい

るすべての人、動物が幸せになるようにと願わずには

いられません。          （応援隊:廣岡 ひろ子） 

淡 路 市 で 実 証 実 験 中 

           Page 4 応援隊取材記事・吉備国際大学・モンスターウルフ 

 市から助成を受け、猟友会の

協力も得て北阿万地区に１０基

の箱罠を設置。捕獲が確認されると、すぐ軽トラックに乗せて高知県の処理施設へ

陸送。そこで解体・処理して精肉へ。メンバーの各学年代表は、食品衛生責任者の

資格も取り、淡路島を中心にジビエ焼きそばの販売やワークショップ（ジビエ料理

作り体験）を実施しているそうです。ヘルシー指向、ジビエブームの効果もあり、ジ

ビエ焼きそばは、毎回完売。今後は、ソーセージやベーコン、クラッカーにのせるリ

エットなど、オリジナル製品の開発研究を目指します。イベント情報など詳しくはフェ

イスブックを参考に。          （応援隊：村上紀代美 坂本厚子 川原雅代） 

 十二支の最後に登場するいのしし。「猪突

猛進」、「害獣」と、あまりいいイメージはありません。南あわ

じ市の野生獣被害は、水稲被害だけで6000万円以上もあ

り、車や人にも体当たり。とかくやっかいもののいのししで

す。吉備国際大学 農学部（南あわじ志知キャンパス）とし

ては放ってはおけません。野生獣被害を減らそうと、

「チーム追山狩部」を結成。現在メンバーは24名。（女子3

名）狩猟チームというからには屈強な若者をイメージして

大学に話を聞きに行きました。ところが、待っていてくれ

たのは、さわやかな若者達でした。 
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                      Page ５ 応援隊取材記事 ・干支飾り・祝２００号 

わが家にも可愛いいのししが届き

ました。ちぎり絵、竹細工、木目込み

亥などです。心がほっこりと豊かに

なります。        応援隊：廣岡 

ちりめん細工教室で干支飾りを作ってき

ました。先生とおしゃべりしながら１時間半

ほどでできあがりました。オリジナルの干支

飾りができて大満足です♪  応援隊：小原 

 中国で十二支最後の干支は猪で

はなく豚。黄金豚の貯金箱で今年

はせっせと貯蓄に励みます。 

             応援隊：田村 

 

淡路各地から集まった応援隊が情報を出し合って「ポケットあわじ」を作ってます。 

 めでたくポケットあわじ200号が、2019年1月お正月に発行

されます。おめでたいことです。 

 2002年6月生活創造新聞として創刊、同年9月号でポケッ

トあわじと命名されました。その頃はまだ淡路は1市10町で、各

市町から２人程度のボランティア２０人とコーディネーターの

方が集まって編集会議を開き、記事の取材、印刷された物を

二つ折りにして差し込み、数を数え配布先別に袋に入れて持

ち帰り、配布していました。  文化会館の配慮もあり、ボラン

ティアの負担も段々と軽減されてきました。  

 ただ、紙面は白黒で、せっかくのきれいな淡路の風景も十

分表現できず、とても残念でした。2017年4月号からカラーに

なり、配布先でも目を引くようになりました。手に取ってもらえ

る事が増え、知り合いから「紹介した所へ行ってきたよ。」と

言ってもらえ喜んでいます。私事ですが、「ポケットあわじ」に参

加し始めた頃は子育て真っ最中で子どもを連れて遊びに行

ける所やイベントの記事を書くことが多く、母親目線でした。

今は、自分が楽しめる興味がある淡路をどんどん紹介してい

きたいと思っています。      （応援隊;坂本 厚子） 
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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 

 
 

いざなぎ学園  60歳から始める大学 

シニア世代の生涯学習講座「いいざなぎ学園」を体
験してみませんか？ 

 
 

○実施日：１/９○水 ・２/１３○水  

○会場：兵庫県立淡路文化会館 

○体験の日程と内容 

 ９：００ 受付 

 ９：３０ 日程等の説明 

        （募集説明会） 

 10：００～１１：４５ 講座見学 

  第4回 １/  ９○水 「終活(生前整理)」 

  第5回 2/１３○水 「健康寿命を延ばすために」 

 １３：１５～１５：００ 講座等見学 

  サークル活動 

 

 

  

 

 淡路島の温暖な気候を活かし4品種約9000本

の冬咲きチューリップショーを開催します。初

日にはオープニングセレモニー（11時～）や、

豚汁のふるまい・新鮮野菜産直市などのイベン

トも。 

 真冬に咲く色とりどりのチューリップによる

一足早い春の訪れをお楽しみ下さい。 
展示期間：1月19日(土)～2月中旬 
場  所：洲本市民広場 
問合わせ：(一財）淡路島くにうみ協会 
電  話：0799-24-2001 

＊参加費無料  
＊午前中のみの参加可 
＊事前申し込みは不要 
 （当日受付） 

平成3１年度 受講生募集期間(先着順）  
  平成3１年1月９日～4月1２日  

 

淡路文化会館  

「いざなぎ学園」地域公開講座 

上方落語～笑いの効用～ 

講師 落語家 桂 そうば 
日時 平成31年1月26日(土) 
    14：00～15：30(受付13：30) 

場所 淡路文化会館 講堂 
 

入場無料 定員 200名 

申込・問合せ 
(公財) 

兵庫県生きがい創造協会 

淡路文化会館 

〒656-1521 

         淡路市多賀600 

電話:0799-85-1391 

FAX:0799-85-0400 

   

学校教育法第１条に規定する大学とは異なります。 

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）   

☎ 0799-26-3360  

Fax 0799-24-6934 

淡路地域のくらしに密着した課題の解決に向け
て考え、話し合う場として毎年１月に、「淡路く
らしのひろば展」を開催しています。 
今年度は「いつまでも健康でいきいきと」を

テーマに、安全安心な社会とより豊かな暮らしを
考えます。 

第41回 淡路くらしのひろば展のご案内 

  日 時：平成３１年１月２6日（土） 

     １３：３０～１６：００ 

  場 所：洲本市市民交流センター 

★ ひょうごさわやかステージ ★ 

 「洲本高等学校ミュージックダンス部」 

★ 講 演 ★ 

 テーマ：「日本人の体質に合った本当に老けない美容と健康」 

講 師：工学博士 寺尾 啓二 氏 

  （株式会社 シクロケム代表取締役社長）       

  事前申し込みは不要です。是非、ご参加く 

  ださい。 
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□□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎0799-52-0260 □Ｆ 0799-52-3072 
引き裂かれる親子の情愛 

  「 阿 波 十 ( 口 ) 」 
運命のいたずら さらに悲劇へ 

  「 阿 波 十 ( 奥 ) 」  

     

□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 

 新春特別企画(1月1日○火～3日○木) 
 お正月「めでたづくし」  あなたの
願い事 戎さんが叶えます！！ 
①「三番叟」・「万歳」・「戎舞」 
□￥ 大人1,500円 中高生1,300円 
小学生1,000円  幼児300円 
※開演10分前までに受付にてチ  
 ケット購入時に申し込み頂くと  
 芝居中に戎さんが、願い事を祈 
 願いたします。(先着5つまで) 
※終演後、福えびすメダル＆えび  
 す札をプレゼント！ 
②「人形解説」 
    「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段(口)」  
□￥ 大人1,500円 中高生1,300円 
小学生1,000円  幼児300円 
③「人形解説」 
    「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段(奥)」  
□￥ 大人1,500円 中高生1,300円 
小学生1,000円  幼児300円 
 
 

 

出演予定：旅成金（ユニット『成金』からの

派生ユニット） 

柳亭小痴楽・瀧川鯉八（落語家） 

神田松之丞（講談師）、淡路人形座 

□日２月３日(日) □時昼の部13:00（開場

12:30）  夜の部16:30（開場16:00） 

□￥当  日  券(各部1階席･2階席)4,300円  

    前売り券(各部1階席･2階席)3,800円 

 発売中 売切れ次第終了 

 ※未就学児は入場できません 

淡路人形座・淡路の人形芝居復活
公演 
三大道行の一つ「道行恋苧環」、豪
華絢爛「衣裳山」を淡路独自の伝
承をもとに復活！ 
□日 ２月17日○日  □時 開場13:30〔開
演14:00〕□￥ 前売り券 大人2,000
円 中高生1,700円 小学生1,300
円  当日券大人2,500円  中高生
2,000円 小学生1,500円※未就学
児童入場不可 チケット売切れ次
第終了□内 ○久掘裕朗（大阪市立大
学教授）による「淡路座の『妹背山
婦女庭訓』と衣装山」他 

◆淡路人形座 １月公演 

定時公演 

 

□所〒656-2401 淡路市岩屋2942-17      

□☎0799-72-5321 □F  0799-72-5322 

□休 月曜休館(祝日の場合は翌日) 

 

 

□日 1月12日○土 、19日○土 、26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 

◆淡路市立アソンブレホール 

健康体操 

◆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 

□休 火曜休館 

 

 
 
 

 

 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

た知的体験パフォーマンス。親子

で楽しみながら、環境問題・防災

について学べます。 

□日 2月24日○日  □時 開演14:00～(開

場13:30) □￥ 【前 売 り】500円

【当日】700円（全席自由） 

 

  

初心者、大歓迎です。美容と健康にとっ

てもいい、神楽ストレッチを体験してみ

ませんか。 

講師：日本国エンターテイメント観 

    光大使、創生神楽宗家  

   表 博耀(オモテヒロアキ) 

□日 1月24日 ○木  □時 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 

※軽い体操のできる服装(ストレッ

チ・神楽所作など)でお越し下さい。 

□問 しづかホール TEL:0799-62-2001  

 Mail：info@shizukahall.com 

『らんま先生の 
      eco科学実験ショー』 

◆洲本市民工房  
□所〒656-0021洲本市塩屋1-1-17    

☎□F 0799-22-3322 

 

 

 

旧鐘紡洲本工場の跡地にある洲本

市民工房の昔と今を年表や写真な

どで紹介 

□日 1月5日○土 ～常設展示 □時 9:00～

17:00(金・土は20:00まで)木曜休

館□会 ４Fスロープ□￥ 鑑賞無料  

 

絵画、写真、書、彫塑工芸の４部

門の作品展示 

□日 1月18日 ○金 ～20日 ○日  □時 10:00～
17:00 初日は13:00～最終日は 

16:00まで  

□会 ３Fギャラリー  

□￥ 鑑賞無料  

淡路美術協会 会員展 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎0799-24-4450 □Ｆ 0799-24-4452 

 

幼稚園児の絵を展示します。 

□日 1月5日○土 ～20日○日  □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 

洲本市公私立幼稚園幼児画展  

★神楽教室  

【二月特別講演】 

 節分だ 福よ 来い！！ 
     旅成金in淡路人形座 

洲本市民工房の歴史 

鐘紡洲本工場を知る 

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

インフォメーション 

十の会展 

 
□所 〒656-1521 淡路市多賀600 
☎0799-85-1391 □F 0799-85-0400 
□時 9:00～17:00 □￥ 入場無料 
※年末年始12月29日○土 ～1月3日○木
は休館 

 

 
島内外のアーティスト17名で構成
される団体の作品展。今回は100号
クラスの絵画、工芸、彫刻作品を
展示します。 

□日 1月5日○土 ～18日○金  

□会 美術展示室・県民ギャラリー 

 
 

淡路書道連盟の役員による作品
と学生書友展優秀作品を展示し
ます。  

□日 1月20日○日 ～1月31日○木  

□会 美術展示室・県民ギャラリー 

◆淡路文化会館  

 

□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） 

□￥ 大 人600円  70歳 以 上300円、

高校生以下無料 

☆1月20日○日までクリスマスガーデン☆ 
 
 
 
□日 1月2日○水  □時 13:30～ □定 先着

100名   
 
 
 
□日 1月26日○土 ～3月10日○日  

□￥ 大 人1,500円、70歳 以 上750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」 

☆年末年始もオープン！☆  
新春恒例！紅白まんじゅうプレゼント  

第３７回選抜書友展 

編集だより ★  
 「鳴門の渦潮」の世界遺産登録を目指して、周辺の環境美化活動を進めるク

リーンアップ大作戦が、昨年、11月18日（日）伊昆海岸で行われました。私も含

め島内外から約300人が集まり、軍手にビニール袋を持ち砂浜のゴミや流木を拾

い集めました。親子での参加者には藻塩作りの体験もあり、好評でした。 

 今回、ポケットあわじが発行200回になります。300回発行時には「鳴門の渦

潮」が世界遺産登録にされていることを祈って、今後約8年、どちらも頑張りま

しょう。今年のクリーンアップ大作戦は11月17日（日）です。先のことになりま

すが、また、現地でお会いしましょうね!     （応援隊：岡 まさよ） 

 
 

□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 １月20日○日  □時 14:00～14:40 
□会 １Fロビー  □￥ 観覧無料 

あけましておめでとうございます。

2019年最初のふだんぎコンサートで

す。今年もお気軽に楽しめるステージ

を皆様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 

ふだんぎロビーコンサート 

きみもみらいの宇宙博士になれる 

◆淡路島国営明石海峡公園  

□□□所所所〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

☎☎☎0799-72-2000 □□□ＦＦＦ0799-72-2100 

 
 

□日 1月19日○土 ～2月24日○日   

□場 ビジター棟ほか  
□￥イベントにより異なる。 
※別途入園料、駐車料金が必要 
参加費無料（別途入園料、駐車料金
が必要） 

淡路口駐車場 
無料キャンペーン 

□日 1月19日○土 ～2月24日○日   
□場 淡路口駐車場 ※大型車は除く 

特別展淡路夢舞台ラン展２０19 

 

□所656-0021 洲本市塩屋1-1-17     

☎0799-25-3321 □Ｆ 0799-25-3325 
 
 
 

出演：大村バンド、MI Cannon, 

C4,Jupiter,CROSS VEIN 

□日 1月19日○土  □時 14:30~17:35(開

場13:30)□￥ (前売)S席6,800円  A

席5,800円※当日500円増  

□会 大ホール 

［問合せ］info@keasler.co. jp  

※メールを返信させて頂きますので、受信で

きるよう設定をお願いいたします。 

〇〇交流・体験チャレンジ事業 
 平成30年度 校外作品展 

兵庫県立あわじ特別支援学校の生

徒が制作した平面、立体の作品展 

□日 1月19日○土 ～20日○日  □時 10:00

～18:00 (最終日15:00まで）  

□￥ 無料 □会 会議室１A-3 

〇〇ゆり倶楽部の仲間とたのしい

キッズいけばな展 

いけ花の展示会を行うイベント 

メンバー募集中  

□日 1月27日○日  □時 9:00～17:00  

□￥ 無料 □会 会議室１A-2・3 

〇〇落語体験隊 at SUMOTO 

アマチュアの落語家による落語ライブ 

□日 1月27日○日  □時 14:00開演  

□￥ 無料  □会 会議室１A-1 

◆洲本市文化体育館 

藤岡 幹大追悼ライブ 
「The Hill Of Wisteria」 


