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「私たち夫婦は、テレビ番組が縁で結ばれました！」というのは、淡路市草香にお住まいの山崎晃稔さん由紀子さんご夫

婦。２０１４年７月に“ナイナイのお見合い大作戦in淡路島”という番組に出演し、見事ご成婚を果たされました。そんなお

二人の成婚に至るまでのストーリーを伺いました。 

 

 二人が出会ったのは、結婚相手を探す手助けをする恋愛

バラエティ番組でした。淡路島が舞台となったこの時は、

過去最多１５６９通もの花嫁候補の応募があったといいま

す。その中から絞りに絞った女性９９人と男性２１人、総

勢１２０人の恋愛バトルが繰り広げられました。 

 事前にビデオなどでチェックする段階から、お互い

に阪神ファンということで気になっていたというお二

人。最初のお見合い回転寿司コーナーでの印象もよ

かったのか、由紀子さんはお宅訪問コーナーで既に晃

稔さんを選んでいました。他の女性が積極的に晃稔さ

んにアピールするのを間近で見ながら自信をなくした

由紀子さんでしたが、最後の告白タイムで晃稔さんか

ら愛の告白を受け、カップル誕生にこぎつけました。

もともと結婚への意思があって臨んだお見合いでした

ので、それからはトントン拍子に話が進み、その年の

１１月１９日にめでたくゴールインとなりました。そ

して、翌年２０１５年１１月には大揮君が誕生。現在

は親子３人、自然豊かな環境で幸せな日々を過ごされ

ています。 

 お二人に『縁』についての思いを聞いてみました。

婚活イベントなどの運営も経験されたという晃稔さん

は、「縁は待っていてもやって来ない。自分からつか

みにいくもの。男性も積極的に話しかける経験や勉強

が必要。」、由紀子さんは、「縁は運命みたいなもの。

今回の縁はこれまで頑張ったご褒美のようにも思え

る。」と話してくれました。何だか結婚を考えている

方へのエールのようにも聞こえました。山崎夫妻に続

く縁が一杯結ばれますように！ (応援隊:瀬戸 由美子) 
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 淡路出会いサポートセンターで「お見合い」をして、ご結婚された洲本市内に

お住いのご夫婦にお話を伺いました。ご主人は34才、奥さまは40才で、結婚式

は、平成29年5月28日でした。 

○淡路出会いサポートセンターに会員登録されたのは？ 

 ご主人：「32才の時です。」 

 奥さま：「1回目は33才の時で、一旦退会して再登録が38才の時です。」 

○会員登録をしてからお互い何人の方とお見合いしましたか？ 

 ご主人：「3人です。」  奥さま：「再登録後は1人です。」 

○結婚を決めたのは？ 

 ご主人：「同じ趣味だったから気が合うと思った。」 

 奥さま：「とても優しそうだった。」 

 お見合いが平成28年9月8日でそれからお付き合いが始まり、その後は週に1

回くらいのデートを重ねて８ヶ月余りで結婚に至ったそうです。ご夫婦には８ヶ

月の赤ちゃんがおり、奥さまのお腹の中には2人目の赤ちゃんが宿って

います。ご夫婦とも「この出会いサポートセンターのおかげでとても幸せ

です。」と語ってくれました。 

  

   とても幸せそうなお二人の話を聞いていると、こちらの方も嬉しくなりますね。     （応援隊：田処 壱久） 

○ 真面目に結婚しようと思っている人が登録している。 

○ 個人情報の管理もしっかりしているので安心できる。 

○ 会員登録するときに自分のプロフィールや希望などを書くので、自分の希望に合っ

た人とお見合いできる。 

○ 各地で婚活パーティーが開催されていますが、そのようなところへ出席するのが

苦手な人でも行きやすい。 

○ 淡路島だけでなく兵庫県各地の会員の情報が得られる。 

 

受付日時：火・木・土 9：00～17：15 

ＴＥＬ ：０７９９－２４－２７１７ 

婚活に関する相談(来所・電話・FAXなど)もＯＫ！   
まずは「淡路出会いサポートセンター」を訪ねてみて！ 

県洲本総合庁舎１Ｆ（洲本市塩屋2-4-5） 

℡ 0799-24-2717 FAX 0799-24-2810    

兵庫県が「お見合い」の機会を提供する「はばタン会員」に

登録しませんか。（登録料：5,000円(20歳代は3,000円）/年) 

結婚をしたい20歳以上の独身の方なら登録できます。 

県の出会いサポートセンターは、県下10地域と東京にあり

ます。約5,000人の登録会員の中からお相手を選んでお見合

いができるビッグデータを活用したシステムを導入し、独身男

女の出会いを支援しています。 

 イベント参加で気軽に婚活を始めたい方は、「あいサポ会

員」がおすすめ！(登録料：無料 イベント参加費は別途必要) 

１．仮登録・来所予約 ひょうご出会いサポートセンターのホームページから新規入会申込と初回来所予約 

２．会員登録（要予約）必要書類等は、センターにお問い合わせください。 

３．閲  覧（要予約）ビッグデータを活用したシステムで気になるお相手を検索 

４．お見合い申込み   ３名までお相手を選んで、お申し込みができます。 

５．お見合い     いずれかの地域出会いサポートセンターでお会いします。 

           （お見合時間は30分） 

６．交  際      お二人とも交際オッケーなら交際スタート 

７．結  婚     結婚が決まれば報告を！退会手続きとなります。 
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 淡路出会いサポートセンターの紹介で、見事結婚。１児のパパ

になったYさん（会社員、４４才）にお話を伺いました。 

 Yさんも、学校を卒業して、仕事を始めた２０才台の頃は、「い

ずれ誰かいい人と知り合って、結婚し、地元で暮らせたらいい

なぁ。」と思っていたそうです。しかし、なかなかそういう出会いが

ないのが現実。そこで３０才を越えた頃は、南あわじ市縁結び事

業「ハッピーマジックの会」にも登録し、婚活イベントにも積極的

に参加したそうです。 

 そして、淡路出会いサポートセンターで知り合った現在の奥さ

んとお見合いの後、数回のデートを重ねプロポーズ。お付き合い

が始まって８ヶ月後には見事ゴールインされたそうです。 

 Yさんは、「自分にとっては、大勢の人が同時に参加する婚活

イベントより、希望にあった人を紹介してもらうお見合い形式の

方が合っていた。」とのこと。「家にいても出会いはない。前向き

に考えて行動した。」と言うYさんの言葉が印象的でした。迷って

いるあなた、とりあえず、センターのドアをノックしてみて！！        

           （応援隊：村上紀代美、川原雅代、坂本厚子） 

 

 淡路島内３市の社会福祉協議会が、年に１回「え

んむすび親同士の交流会」を開催しています。適齢

期の娘が３人もいる母親として以前から気になって

いた会だったので、興味津々で南あわじ市社会福祉

協議会の山口 勇樹さんにお話を伺いに行きました。 

 この会は、結婚適齢期の同じ世代の子を持つ親同

士が日頃の思いを話し合って、繋がりを広めていこう

という会です。毎回３０人から４０人くらいの参加者が

いるそうです。年齢制限なし、ご夫婦で参加される方

も多いようです。７対３の割合で母親の参加が多く、

息子さんを持つ親御さんが多いとか。（娘の親ラッ

キーです。）    

 事前に自己紹介プリントをもらうので、自分の子ど

もの趣味、嗜好、性格、結婚への考え、また、親の悩

みなど、子どもと話し合う良い機会になるかもしれま

せん。 

 山口さんも主催者としての挨拶の中で、３人の息子

さんの話をされたところ、参加されていた親御さんか

ら話しかけられ、ご縁が結ばれたそうです。大成功例

です。親もじっとしているだけでは、縁は巡ってきま

せん。親も行動してみませんか？私もなかなか最初

の一歩が踏み出せずにいましたが、今年こそは行動

してみます。           （応援隊：坂本 厚子） 

※ 各市の社協が申込みの窓口です。 

南あわじ市社会福祉協議会  

 ☎：０７９９－４４－３００７ 

洲本市社会福祉協議会     

 ☎：０７９９－２６－００２２ 

淡路市社会福祉協議会  

 ☎：０７９９－６２－５２４１ 
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そばカフェ生田村周辺 淡路市生田畑１５２  

 淡路島竹灯籠の一つ「生田村竹灯

籠」は、今年も１１月１８日（日）、

山あいの棚田が美しいそばカフェ生田

村周辺で行われました。 

約２，０００個の竹筒並べ、灯籠の点灯、ふるまい等の準備と進

めて行くうちにあたりも暗くなり始め、竹灯籠の光は、幻想的な空

間を醸し出します。晩秋の身にしみる寒さは人恋しさを感じさせま

す。静けさの中にもどこか凛とした竹灯籠の優しい光は、将来を夢見

る人たちにとってどこまでも続く素晴らしい道を照らし、幸多かれと案

内しているように輝いていました。お幸せに！！ 

（応援隊：廣岡ひろ子） 

連絡先 生田地域活性化協議会 代 表  田村 伊久男（090‐5642‐7125） 

 平成30年11月18日(日)淡路市

のそばカフェ生田村付近の棚田

で「淡路島竹灯籠イベント」と

コラボした出会いイベントを男

性５名、女性５名の参加で実施

しました。会場に「ＩＫＵＴＡ」の文字とハート型

のモニュメント作りを任された参加者たち。暖かい

日差しがふりそそぐ中、和気あいあいとした雰囲気

でモニュメントが完成しました。夜になると、赤・

青・黄に彩られた灯りが浮かびあがり、その幻想的

な風景に感動！素敵な交流の場となりました。 

 淡路島の棚田から新しい恋が始まりますよう

に・・・。 

 こうのとり出会いコーディネーター 入谷 幸子 

 ふるさとの資源を

活かして地域再生に

取り組む竹灯籠は、

今年が３年目になり

ますが、出会いイベ

ントとのコラボは２年

目です。 

 竹灯籠のイベント

に参加すると、初対

面 で あ っ て も 話 し

合って準備を進めな

け れ ば なら な い の

で、恋♡活イベントに

は最高です、と竹灯

籠のお世話をして下

さる田村さんも一押

しです。 
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 高さ５ﾒｰﾄﾙ、周り17ﾒｰﾄﾙ、２

つの巨石が重なった姿から夫婦

岩と呼ばれています。手つかず

の森に囲まれた静かな佇まいは

神秘的。夫婦岩に秘められた愛

のパワーで良縁をいただいてく

ださい。 

Page 5 応援隊取材記事 恋の聖地・パワースポット 

 

「おのころ島神社のお守りを買って持っていると願い

が叶う」と言われているそうです。恋愛パワー抜群の

おのころ島神社。きちんとした作法で参拝して良縁祈

願をしたあと、お守りを身に着けていれば・・待ち人

来たる！？ 

 島民の聖地 伊弉諾神宮 
 御神木のクスノキに静かに手を添えて神秘の力を信じながら

良縁をお祈りしてください。 

きれいな夜景を

眺めながら愛の告

白をしませんか？

淡路SA上り線に

あ る 恋 人 の 聖 地

ハートライトゲート

は、ライトアップさ

れた橋と遊歩道の

イルミネーションが

素敵です。 

 恋森神社

に二人で参

拝すると末

永く幸せに

なると言わ

れ て い ま

す。夫婦で

参拝すると

夫婦仲が円

満になるご

利益もある

そうです。 

 ♪あの鐘を～♪の歌を口ずさみながら二人で愛

の鐘をならしましょう。全体の景色を見渡すことがで

きるＬＯＶＥベンチに座ったら、二人で記念写真。きれい

な景色を眺めながらＬOVE ＬOVEトーク ♥ 

 青い海と白い砂、美しいサンセット。ロマンチッ

クなロケーションの慶野松原でプロポーズ♪瓦

（かわら）ぬ愛を誓う「プロポーズ街道」で永遠の

愛を誓いましょう。プロポーズの言葉に

迷ったら、街道沿いに飾られた瓦のメッ

セージからヒントをもらえるかも。 
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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「いざなぎ学園」を体験
してみませんか？ 

 
 

○実施日：２月１３ 日（水） 

○会  場：淡路文化会館  
○体験の日程と内容 

 ９：００ 受付(講堂) 

 ９：３０ 日程等の説明 

        （募集説明会） 

 １０：００～１１：４５ 講座見学 

   「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 

  

「ちょっとおもしろい 

  クスリと健康の話」   
 神戸学院大学薬学部講師 

       上町 亜希子 氏 

薬を安全に使っていただくための
知って得する話や健康づくりにつ
いて楽しくお話ししていただきます。 

日 時 ２月２４日（日） 
14:00～16:00(受付13:30)                     

場  所 淡路文化会館 講堂 

募集定員 200名 

参加対象 どなたでもご参加いただけます。 
申込・お問い合わせ先 
(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 
☎0799-85-1391 FAX0799-85-0400 

 

＊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 (募集中）  

   

学校教育法第１条に規定する大学とは異なります。 

  

 

 

 

 

 

入賞作品の発表や表彰式のほか、特別講演会とし

て、俳人の稲畑 廣太郎 氏に俳句の魅力等につい

てお話いただきます。 

 ■日 時 ２月１７日（日） 
      午後１時３０分～４時２０分 
 ■講 師 稲畑 廣太郎 氏（俳人） 
 ■演 題 「花鳥諷詠の新しさ」 
 ■場 所 洲本市文化体育館 
 ■定 員 ３００名 （無料） 
  ※事前申込が必要です。 
 
 
 
 

淡路島の地域活性化を図ることを目的に実施さ

れるまちおこし、地域交流、文化・芸術又は「国生

みの島」をテーマとした事業を実施しようとする団体

に20万円を限度に助成します。 

※申請書は、当協会ホームページよりダウンロード可 
（http://www.kuniumi.or.jp/） 

  申 請 期 限     平成31年3月1日（金） 

― 仮想通貨の勧誘トラブル ー 

 

 

インターネットを通じて電子的な取引をする仮想通貨。そ

の仮想通貨の勧誘トラブルが増加しています。詐欺的な投資

話の可能性があり注意が必要です。 

 

事業者から電話で、「仮想通貨
を買わないか」と勧誘され、数日
後に説明書が送られてきた。その
後再び電話があり「今100万円分
の仮想通貨を買えば、すぐに2倍
になる」と言われ購入した。事業
者に100万円を渡し、しばらくは連絡があったが、最近
連絡がつかなくなってしまった。 

 

 

・仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、 

 将来必ず値上がりするものではありません。 

・リスクがある取引です。リスクを十分理解できなけ  
 れば購入しないようにしましょう。 
・投資詐欺の可能性もあります。投資内容や実態が不明  
 な場合は取引しないようにしてください。 
・登録業者かどうかを必ず確認しましょう。 
少しでも不安に思った時は、居住地の消費生活セン

ターへ連絡するようにしてください。 

事 例 

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 

平成３１年度 地域活性化助成事業 

 申請団体募集 

第十回永田青嵐顕彰全国俳句大会  

表彰式・特別講演会（第７回淡路島くにうみ講座） 

トラブル防止のポイント 

申込・問合せ先 （一財）淡路島くにうみ協会 

 〒656-0022 洲本市海岸通1丁目11-1 

 TEL  0799-24-2001 FAX 0799-25-2521 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1545444262/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXN0b2NrcGhvdG8uY29tL2pwLyVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBOSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MyU4OC8lRTUlODUlODMlRTYlQjAlOTclRTMlODElQUElRTMlODElOEElRTUlQjklQjQlRTUlQUYlODQlRTMlODIlO
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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 
 

福を授けます「 戎 舞 」  

娘の一途な愛「 火の見櫓」  

 

     
□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「戎舞」・「人形解説」  

「伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段」  
□￥ 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「わくわく体験型バックステージ」 
□日2月22日○金 、23日○土  
□￥ 大人500円 中高生400円  
 小学生300円  幼児100円 

※上演時間・内容が変わる場合あり 

【復活公演】 
淡路人形座淡路の演出・演目公演

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 「講演」久掘 裕朗 氏（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 
※平成30年度文化遺産総合活用推進事業 

◆淡路人形座 ２月公演 

定時公演 

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 ～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）    

※2月24日○日 は入園無料日 

淡路口駐車場無料キャンペーン 
□日 ～2月24日○日  

□場 淡路口駐車場 □対 普通車、自動

二輪車のみ ※大型車は除く 

 

□所〒656-2401 淡路市岩屋2942-17      

□☎0799-72-5321 □F  0799-72-5322 

□休 月曜日 

 

 

 

□日 2月16日○土  

□時 1回目上映10:00～(開場9:30)  

 2回目上映14:00～(開場13:30) 

□会 アソンブレホール □￥ 小学生以上 

前売券100円 当日券200円（幼児

で座席に座る場合は有料） 

前売券販売 アソンブレホール 

サンシャインホール（74-0250） 

しづかホール（62-2001） 
 

 
 
 

□日 3月３日○日  □時 13：00～□会 アソン

ブレホール □定３５組（定員になり次第

締切）申込締切～２月13日○水 □￥3,000

円(申し込み時）□申□問アソンブレホール 

 

□日 ２月２日○土 、９日○土 、２３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 

映画上映会「リメンバー・ミー」  
「アナと雪の女王・家族の思い出」 

健康体操 

 

 
□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1,500円 70歳以上750円、
高校生以下無料 

 

 
□日 1月26日○土 ～3月10日○日  

 

 

審査員による１次審査を通過した

作品の一般投票を受付中！ 
□日 1月26日○土 ～2月17日○日  
 
 
 
□日 ２月４日○月 ～2月17日○日  

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

奇跡の星の植物館 
フォトコンテスト人気投票受付中！ 

特別展淡路夢舞台ラン展２０１９ 

◆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 

 
 

初心者でも大歓迎です。 

みんなで合唱する楽しさを体験してみ

ませんか 

□日 2月9日○土 ・23日○土  14:00～15:30 

□会 しづかホール リハーサル室 

□￥ 1,000円/月２回 

※対象 小学生以上 

 

 

 

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 

しづか少年少女合唱団 

 

□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 隔週火曜日 

※2月開催日については調整中 

ジュニアクラス(小学6年生以下）

17:30～18：30 □￥ 800円／回  

フリークラス(中学1年生以上) 

19:00～20：30 □￥ 1,000円／回 

※初回体験無料 

 

 
 

□日2月22日○金 ＊毎月○水 or○金 1回開催 

にじいろクラス(0歳から満3歳) 

□時 15:30～16:10 □￥ 500円  

あおぞらクラス(満４歳から小学3

年生)□時 16:30～17:10 □￥ 500円 

※初回体験無料 

◆淡路市立サンシャインホール 

どれみ音楽教室 

サンシャイン太鼓教室 

アソンブレカラオケ大会 
出演者募集 

『らんま先生の 
      ｅｃｏ科学実験ショー』 

ぼくらのお宝ラン展 
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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、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
250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 

◆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 

〇〇東日本大震災子ども支援チャ 

リティー 平山郁夫作品展 

東日本大震災で被災された子ども

たちのための支援チャリティー 

画集・絵はがきの販売あり 

□日 2月1日○金 ～４日○月  □￥ 無料 

□会 会議室１A－1.2 

〇〇洲本市老人クラブ連合会洲本

支部第２５回ふれあい作品展 
□日 2月7日 ○木 ～8日 ○金  □時 9:30～
17:00（最終日は15:00まで）  
□￥ 無料 □会 会議室１A  

〇〇第１回阿久悠杯歌謡祭２０１９ 

昭和歌謡界の重鎮で、数々のヒッ

ト曲を世に生み出した作詞家、阿

久悠さんの作品を歌う歌謡祭 

□日 2月11日○月 ○祝  □時 10:30開演(開
場10:00)□会 文化ホール『しばえも
ん座』□￥ 前売1,000円、当日500
円増○問 ○申 「阿久悠杯歌謡祭2019」
事務局 TEL：0799-24-6500 

平成３０年度 
淡路洋画セミナー作品展 

 

□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 

 

 
 平成30年度淡路文化会館「淡路
洋画セミナー」の受講生が講座の
中で制作した作品とセミナー講師
（祢宜田完治氏）の作品約70点展
示 

□日 2月3日○日 ～2２日○金  □会 美術展示
室・県民ギャラリー 

◆淡路文化会館 

編集だより 
 人は、どんな時に結婚したくなるの
でしょうか。自分に相性(フィーリング)
がぴったりの人との出会いがあった時
ですか?「赤い糸が結ばれた時」など、
よく使われる言葉ですが、この広い世
界でたった一人の相手と結ばれるなん
てとてもロマンチック。 

 結婚は、出会いから始まります。多
くの出会いの中から自分にぴったりの
方を見つけてお幸せに。 

(応援隊:米田 静子) 

 
 

～歌い継ごう 新しい時代へ～ 

日 時：平成３１年 ３ 月 ３ 日（ 日 ） 

    １４：００～（開場１３：３０）  

場 所：サンシャインホール（淡路市浦１４８－１） 

 淡路地域で活動している愛好家に

よって構成される淡路声楽セミナーの

自主運営によるコンサートで、音楽関

係団体も出演します。 

 時代を超える素晴らしい名曲（日本

の う た や イ タ リ ア 歌 曲、オ ペ ラ、

ミュージカル）から新しい時代への希

望と生きる歓びを歌い継いでいきま

す。 

出演：サンシャイン少年少女合唱団  凛々倶楽部（ハンドベル） 

   淡路声楽セミナー受講生 ピアノ：伊原 敏行(淡路声楽セミナー講師) 

□問 スプリングコンサート実行委員会 平塚 義行  ☎090-7493-1754 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館 

「造る」展ー ｐｒｏｄｕｃｔ 最先端 

技術で作られた銅鐸 ー 

ギャラリートーク 

 

 
□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 2月２日○土 ～４月７日○日    

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで） 

※2月11日○月○祝は開館、翌日休館 

 

 

□日 2月９日○土  □時 14:00～(1時間程度) 

□￥参加費無料（ただし、入場料は必要） 

 

 

 

青銅器工房「和銅寛」 

        小泉武寛氏 

□日2月24日○日 □時14:00～(90分程度)  

□￥参加費無料（ただし、入場料は必要） 

♪ 

ゲストギャラリートーク 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 
☎0799-24-4450 □Ｆ 0799-24-4452 

 

 

 

□日 2月1日○金 ～17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 

洲本市公私立保育所（園） 

・認定こども園幼児画展 

♪ 


