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 鉄サビが特徴的な

福良港津波防災ス

テーション「うず

まる」は渦潮の動的

なイメージをデザイ

ンした遠藤秀平氏設

計の個性的な名建

築。向かいにある人

形浄瑠璃館も必見。 

海がキーワードの「TOTOシーウィンド淡路」斜

面に建築構造のほとんどが配置されている個性

的な建物です。「宿泊できる名建築」として 

テレビでも紹介された知る人ぞ知る 

人気の宿泊施設です。 

淡路市里573-14 

発行日201９年５月1日 

－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 

月
刊 

あなたも、淡路島の名建築探訪してみませんか～ 

                （応援隊：岡 まさよ、竹代 結） 
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も

く
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 淡路島北東部に

ある「時空を超え

て自然と共生す

る」をテーマに設計された「淡路夢舞台」の敷

地内にはウェスティンホテル淡路や国際会議

場、奇跡の星の植物館などもあります。名建築

の隣にある「国営明石海峡公園」は、四季を通

じて美しい花が咲いています。 

 「本福寺水御堂」水御堂は本福寺の新

しい本堂で、約二千年前の古代ハスとし

て知られる大賀ハスや、睡蓮が咲く人工

池を天上に仰ぎ、その真下に佛様が安置

されています。    淡路市浦1310 

 コンクリートの打ちっぱなしが特徴的な世界的建

築家安藤忠雄氏設計の建築物は、光や季節によって

見え方が変化します。 

 淡路島の南側、大鳴門橋を臨む高台にある「若

人の広場公園」は戦争の犠牲となった学徒を弔

い、恒久平和を願う施設として、丹下健三氏の設

計で建設されました。 南あわじ市阿万塩屋町2658-7 

 南あわじ市福良甲1528-4 

 淡路市夢舞台２番地 
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洲本市上内膳2132  

☎0799-23-0013 
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 淡路島では「七福神巡り」が有名ですが、そのほかにも「淡路島十三仏霊

場」や「淡路西国三十三ヵ所」「淡路四国八十八ヵ所」の霊場があるってご存

知でしょうか。いずれの霊場巡りも第一番札所は「千光寺」です。今回はこの

中の「淡路島十三仏霊場」を紹介いたします。 

  各霊場は、淡路島全域に点在していますので、十三の霊場をたずねながら

各地の景色などを楽しむことができます。車で巡られた場合は、1日で十三

のお寺に参拝することもできるでしょうね。第１番札所から順に行かなくても

便利のよいところから始めることもでき、各霊場には宝印帳などの巡拝用品

の準備もされています。千光寺の岡本住職は「ぜひ、淡路島十三の御仏を

訪ね、より豊かな幸せをお築き下さい。」と話されていました。 

 皆さんも気候のよいこの時期に「淡路島十三仏霊場」を巡られてはいかが

でしょうか。私もぜひこの「淡路島十三仏霊場」をたずねたいと思い、さっそく

宝印帳を買い求めました。                  （応援隊：田処 壱久） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  江戸時代から裏庭のサツキが見ごろになる５～６月は大

阪方面から多くの人々が訪れ、サツキを見て、歌を詠んだ

り、お茶をいただいたりして一日ゆっくり過ごしたと記録に

あります。サツキを詠んだ当時の歌集には、「この庭のつ

つじの花のさかりには入日のあけ（朱）も色なかりけれ」と

あります。サツキはサツキツツジとも呼ばれていたので、海

福寺の庭のツツジ（サツキ）の赤い色は夕日よりも赤く鮮や

かで美しいと感激しているのです。みなさまも200年以上も

同じ美しい姿で人々の心をなごませてくれるサツキを愛で

て明日への素晴らしい一歩を踏み出しましょ う。           

（応援隊：廣岡 ひろ子） 
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「あなた～がいつか 話し～てく

れた 岬を～僕は たず～ねて

～来た～♪」ちょっとほろ苦い歌

詞。昭 和 フォ ーク ソ ン グの 名曲

「岬めぐり」の最初の部分です。  

 岬・崎（「先」の意）や鼻（「端」の

意）などいう名が付き、陸と海に

よ る 独 特 の 絶 景（突 端）が 楽し

める場所が淡路島にもたくさん

あります。西海岸を中心にいくつ

か紹介します。 

Page ３ 応援隊取材記事・岬めぐり 

１ 江井崎（淡路市江井） 

 島の西海岸で一番北にある岬で

す。ここより北には名前がつく岬・崎は

ありません。南にある明神崎と対に

なって観光コースに組み込まれた

景勝の岬です。 

２ 明神崎（淡路市明神） 

 風と波に浸食され岸壁が美しい

天然の造形となっています。丘の上

には県天然記念物指定のイブキの

群落が茂り、サンセットの絶景ポイン

トです。 
 

３ 雁子岬（南あわじ市津井） 

 淡路瓦の町津井、津井漁港の近くにある岬で、絶景ス

ポットです。磯釣りを楽しむことができます。岬の上は、別荘

が、海岸沿いにはいぶし瓦の工場が見られます。 

淡 路 市 

 五斗崎（深草） 

洲 本 市 

 掛牛岬（小路谷） 

生石鼻（由 良） 

 仏 崎  （五色町鳥飼） 

南あわじ市 

 鎧 崎 （阿那賀） 

押登岬（阿万） 

潮 崎 （阿万） 

黒 崎 （沼島） 

 

４ 鳴門岬 

（南あわじ市福良丙門崎） 

 鳴門海峡に細長く突き出

た岬で、先端には道の駅うず

しおがあり、展望台や遊歩道

からは大鳴門橋や渦潮が

間近に望める観光スポット

です。 

 １０連休となるこのＧＷ、

淡路島も観光の人と車で一

杯になります。混雑の時間帯

をずらしたり、サンセットに時間を合わせたりして、素敵な景観を

求めて淡路島の岬めぐりに出掛けてみませんか。思わぬ素敵

な景観に出会えるかも知れませんよ。  （応援隊：中田  浩嗣） 
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Page ４ 応援隊取材記事・巨石めぐり 

 淡路島には巨石がいっぱい。巨石に秘

められたパワーを感じてみませんか？ 

 神が最初に作った山と言われる先

山の頂上付近にあります。岩戸神社は

巨石を御神体としています。 

 三熊山は、7000万年前まで海に沈んでいた

堆積岩で出来ている大きな岩のさざれ石が

至る所に苔むしていて綺麗です。  

 洲本城跡へと続く参道の途中に

八王子神社と十二支神社があり

ます。八王子神社は巨石と巨石の

間 に 小 さ な 祠

が祀られていま

す。八王子神社

は洲本城の鎮

守でした。 

 高さ約１２ｍ、周囲約１６ｍの卵型で滑らかな

岩肌、神の降臨する巨石信仰の場であったと

推測される平安時代の素焼きの皿などが出

土しています。このことから、室町時代に創建さ

れた岩上神社よりも古くから神石として祭祀さ

れてきたと考えられます。 

 巨石は岩上神社正面の左上方にあります。

平 成 15 年 に 解 体 修 理 が 終 わ

り、室町時代の様式を伝える梁

などの組み物が極彩色に蘇っ

ています。 (県指定重要有形文化財）   

   （応援隊 :米田 静子） 

 洲本市山手の旧益習館庭園は、巨岩を巧みに活かした庭

園です。池の中心、山側の一番大きな岩石は

高さ約４メートル、幅約５.５メートルと庭石とし

ては日本最大級。背丈の２倍以上もある自然

石の灯籠にも驚かされます。（国指定名勝） 
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 ランチメニューはお肉やお魚に対応した日

替わりの全３種類。土鍋で炊いた無農薬米（淡

路市大町）と、農薬に頼らずに育てた旬の野菜

をふんだんに使ったランチです。どのメニュー

にもメイン料理に小鉢５種、土鍋ご飯や味噌

汁、ドリンクなどがつきます。 

 印象に残るのは、客の来店に合わせて炊き

あげる土鍋ご飯。メイン料理以外には小鉢や味噌汁も動物性の食材は

入っていないこと。味噌汁も昆布としいたけの出汁。この日のランチのブラ

ウンベジシチューは根菜のみですが、土鍋でじっくり火を通した野菜の味

を存分に引き出したシチューでした。 

火曜日ランチなし 
定休日 
日曜・月曜 

南あわじ市倭文土井1541 Tel0799-46-0522 

営業時間 1２：00～1４：３0  定休日毎週月・日曜 

料理担当は東京育ちの奥さんのミヤコさん（39才）。体にいいも

のを提供することで、健康な暮らしに関心をもって欲しいと語り

ます。次男の直太朗クン（1才）を背中におんぶしながらホールを

担当するのがオーナーの石井守さん（42才）。徳島出身。自家焙

煎のコーヒーを淹れる傍ら、店内の家具の手作りもこなします。

保育園がお休みの時にはお兄ちゃんの草太朗クン（6才）が子

守り担当。淡路島へ移住して自然の中で子育てを楽しみなが

ら毎日食堂を運営する石井さん。これからの展開に期待

が高まります。  （応援隊：村上 紀代美） 

営業時間 10：00～17：00  定休日 火曜・水曜 

 築１００年以上になるという古民家カフェ『樂久登窯』は、五色町

鳥飼の山間にあります。お店の奥には陶器のギャラリーがあり、こちら

も人気で島内や島外からたくさんの人が来られています。 

 初めはギャラリーだけでしたが、平成２２年、樂久登窯で焼いた器

の感触を楽しみながら、お茶やスイーツをよりおいしく味わってほしい

との店主の思いからカフェが誕生しました。スイーツに使うフルーツ

は、苺やイチジクなど全て地元産。ギャラリーで見たのと同じ素敵な

陶器で、即お茶やスイーツをいただけるのも魅力です。陶器の口あ

たりや、見た目も楽しむことができる贅沢な味わい、又、次はどんな陶

器でいただけるのか、どんなスイーツがあるのか楽しみもふくらみま

す。                （応援隊：瀬戸 由美子） 

 南あわじ市倭文土井ののどかな里山に、築130年経過した当

時庄屋さんだった古民家を改装した『薫陶の郷』があります。 

打ち水された玄関を入ると季節のお花が生けられ、優しい笑顔

のご夫婦が出迎えてくださいました。さすが庄屋さんだったお家、

手入れの行き届いたお庭に面した表の間の天井は高く、使われて

いる梁の太くて立派なこと。そして、奥の囲炉裏の部屋へ。 

 お昼の贅沢なランチを家族や大事な友達とゆっくり楽しめる空

間です。私も昨年末に友達に誘われ、初めて囲炉裏ランチをいた

だきました。とっても美味しく気に入ったので、家族や友達を誘っ

てその後もランチに来ました。 

 宿泊も出来ますが、寝間着、洗面用具は自分で用意してくだ

さいとのこと。お昼のランチは、手打ちそばランチと１０月～５月は

囲炉裏ランチです。淡路の知る人ぞ知る隠れ家的な古民家の宿

『薫陶の郷』行ってみませんか。 

※ ご夫婦二人で営業していますので、サービスが行き届く様に１

日１組又は１０人までです。必ず予約してくださいね。    

                  （応援隊：坂本 厚子） 

Page 5 応援隊取材記事・ 古民家めぐり 

南あわじ市松帆檪田205-4 Tel 080・8633・0141営業時間10:00～18:00  

 一般的なベジタリアンが肉を食べないのに

加え、ビーガン（VEGAN）は卵や乳製品も食

べません。ビーガン対応のデザートも用意さ

れたカフェが南あわじにオープンしました。 

 築９０年の古民家を改装し、2階はイベント

スペースとして開放。美しい天然木や漆喰の

白い壁が心地よい空間を生み出しています。

玄関の軒先につるされたウィンドチャイムが

風に揺られて心地よい音色を奏でます。 

オーガニック食材や 
    雑貨も販売 

炊きたてご飯♪ 

洲本市五色町鳥飼浦2667-2  

T e l 0 7 9 9 - 3 4 - 1 1 3 7 
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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 

 

 

 
 

日頃グループ活動をしている皆さん、こんなことに困っていませんか？ 

・活動する場所がない。・使用料が高い。・会場が狭い。・思いっ切り音が出せない。 

・印刷をするところがない。 

 こんな時は淡路文化会館内にある「生活創造情報プラザ」を活用ください。淡路地域での新しい

ライフスタイルの創造に向け、芸術・文化・健康・まちづくり等に取り組むグループ活動の拠点と

して利用できる施設です。 

・最初にグループ登録していただくだけです。(無料）・現在131団体が登録しています。（H31.3現在） 

・利用料は無料です。(ブース、スペース、和室、多目的スペースなどの部屋が無料で利用いただけます。)  

・印刷は5000枚/月まで無料（用紙別） 

貴方のグループも是非登録をして、ご利用ください。また、2019年７月１３日(土)にグルー

プの活動を紹介し合う「グループ交流会」を開催します。グループの活動内容を発表する良い機会

となりますので、登録して、ご参加ください。 

□問淡路文化会館  ☎0799-85-1391 

     
 

〇花街道づくり助成事業 

 島内の国道・県道沿いでの花壇等を利

用して花の街道づくりを実施する個人や

団体に対して、花壇植栽費や花壇整備費

を助成します。  

■募集期間：2020年２月28日(金)まで随時 

■助成金額：上限20万円 
 

〇第７回「淡路花祭フォトコンテスト」  
    作品募集 

 「人と花の関 わり」と「花の札 所の感

動や景観」をテーマにフォトコンテスト

を実施します。  

■対象写真：2018年６月から2019年５月の 

      間に淡路島内で撮影された作品。 

■ 賞  ：グランプリ１点（賞金２万円）ほか 

■応募締切：2019年６月10日（月） 

 

 

 

消費者月間記念講演会 

参加者募集 
 

 

 

 

 
 

  

 日 時：2019年5月23日（木） 14:30～16:00 

（淡路消費者団体連絡協議会総会終了後） 

 場 所：淡路市多賀600 県立淡路文化会館 講堂 

 講 演：犯罪心理のプロから学ぶ  

        笑いで防ごう！消費者被害  

 講 師：元姫路警察署長  西岡 敏成 氏 
  

 事前のお申し込みは不要です。この機会に 

 是非ご参加ください。 

申請・問合わせ先（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 
  Eメール：yamaguchi@kuniumi.or.jp 

  

2019年度消費者月間では、様々な主

体が当事者としてそれぞれの役割につ

いて考え、行動していただくための

きっかけとなるよう「ともに築こう 

豊かな消費生活 ～誰一人取り残さな

い2019～」を統一テーマとし記念講演

を行います。 

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 
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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 」  

 

     
□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」 

 「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」  
□￥ 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 

※上演内容は変更になる場合があります。 

【ゴールデンウィーク特別企画】 
４月２７日○土 ～５月６日○月 ○祝  

午前公演〔10：00、11：00〕 

お客様参加型の公演！    

 「お芝居盛り上げレクチャー」 

 「玉藻前曦袂 狐七化けの段」 
※手拍子や鳴り物で一緒にお芝居
を盛り上げよう！ 

※この公演のみ上演中の撮影OK！
（但し、フラッシュ・三脚での撮影、
座席の移動は禁止） 

午後公演〔13：30、15：00〕 

あなたの願い事 戎さんが祈願します! 

「戎舞」・「人形解説」・ 

 「伊達娘恋緋鹿子 火の見櫓の段」 
※受付にてチケット購入後(開演10
分前まで)に投函して頂くと『戎
舞』の芝居中に戎さんが抽選で5名
様の願い事を祈願いたします。 

【速報】くにうみ神話の淡路島か

ら古代史マスター落語家 桂竹千代

と淡路人形座でお届けする「古事

記ってなあに⁈」 
〇落語 立川 寸志 
〇落語 桂 竹千代 
〇戎舞 淡路人形座 
〇古代史講座  
 桂 竹千代(先生)、立川 寸志(生徒) 

□日 ６月1日○土 □時 18:00(開場17:30) 
□￥ 前売券大人3,000円 学生1,500
円  当 日 券 大 人3,500円  学 生
2,000円 ※料金は１,２階席共通  

※未就学児は入場できません。 

前売りは4月1日○月より、詳しくは、

淡路人形座まで！ 

◆淡路人形座 ５月公演 

定時公演 

◆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 

 

 

 

掘り取った球根は、お一人様20球

までお持ち帰りいただけます。 
□日 5月11日○土 ・12日○日 □時 13:30～
15:30 □場 大地の虹 □￥参加費無料
（別途入園料、駐車料金が必要）   

 
 

摘み取ったお花は、お一人様10本

までお持ち帰りいただけます。 
□日 5月18日○土 ・19日○日 □時 13:30～
15:30□場 ポプラの丘花畑  
□￥参加費無料（別途入園料、駐車
料金が必要） 

 

 
□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） 

 

 

□日 5月3日㊎㊗～5月5日○日 ㊗ 

①ミラクルメイツ 

「薔薇物語－ハプスブルク編－」 

□時 11:00、15:00 

②オペラ「ウィーン」 

□時 11:30、15:30 

□￥ 一般600円 

 

 

講師：奥田とみよ 

□日 4月20日○土 、21日○日 、5月3日㊎
㊗、4日㊏㊗、5日㊐㊗ □￥ 参加費
2,500円～ 

※予約優先、別途入館料要 

 

 

 

 

□日 5月7日㊋～6月９日○日  

□￥ 一般600円 

※植物館とのセット券もあります。 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 
「奇跡の星の植物館」 

淡路夢舞台屋外薔薇園 
マリー・アントワネットの 
薔薇園オープン! 

◆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 
Mail：info@shizukahall.com 
□休 火曜休館 

 

 

自分の体を自分で撫でたり、ツボ
を押したり、体の声を聞きながら
心までほぐれていく『神楽スト
レッチ』。ご興味がありましたら
是非、初回体験(500円)をしてみ
てください。 

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 5月23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。 

□申 □問 しづかホール 

 

 

子どもから大人まで、初心者でも

大歓迎です。一緒に楽しくDANCE

しましょう。 

□日5月10日㊎・17日㊎・24日㊎ 
キッズ(～小学生)17:00～18:30 
フリー(中学生～)19:00～20:30 

□場 しづかホールリハーサル室 
□￥ キッズ3,150円(月3回)  
 フリー3,300円(月3回) 
□申 □問 しづかホール 

JAZZ DANCE教室 

 
□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/祝日の翌日（祝日翌日が土日ま
たは祝日の場合、その祝日以降最も近い平日） 

 

 

 
 

世界的ピアニスト作曲家林そよか

プロデュース公演  

□日 ５月12日○日  □時 14:00開演 
(13:30開場) □￥ 一般1,800円 
学生・70歳以上 1,000円  
 出演：林そよか(ピアノ・作曲家) 
               林はるか(チェロ) 
 
 
 
毎月開催♪未就学児も入場可能な
コンサート！ 
□日 ５月19日○日  □時 14:00～14:40 
□￥ 観覧無料 
子どもから大人まで気軽に楽しめ
るふだんぎコンサート。 

◆淡路市立サンシャインホール 

神楽教室 

GWスペシャルイベント！ 

チューリップ＆ムスカリの 

球根掘り体験 

お花のつみとり体験 

プリザーブドフラワーアレンジ教室 

古事記より“くにうみ神話” 
奏でるものがたりコンサート 

ふだんぎロビーコンサート 
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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 
  

〇〇第77回淡路美術協会公募展 

淡路美術協会主催による、洋画・

日本画・書・写真・彫塑工芸等の公募

美術展と淡路美術協会の会員展 

□日 5月3日○金 ○祝 ～5月5日○日 ○祝   

□時 9:00～17:00(最終日は16:00まで) 

□会 会議室１A □￥ 無料 

 
  

〇〇写淡四季・フォトあわじ合同写真展 
会員の写真展示、指導者野水正朔
先生の写真も展示 

□日 5月16日 ㊍ ～5月19日 ○日  □時

10:00～18:00 □会 会議室１A－2・3  

□￥ 無料 

 

〇〇淡路多肉同好会 定期例会 
サボテン・多肉植物の同好会 

会員募集・例会・販売あり 

□日 5月19日㊐ □時10:00～  

□会 会議室１A-1 □￥ 無料 

 

〇〇田川 寿美 2019コンサート 

ゲスト：川野夏美、一条貫太 

□日 6月3日㊊  

□時①13:30開演（13:00開場）  

 ②17:30開演（17:00開場） 

□会 文化ホール『しばえもん座』 

□￥ 前売券5,500円※全席指定 

 

畠田哲郎作品展 

 

□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 

 

 

 
□日 5月2日㊍～５月15日○水   
□会 美術展示室 

 

 
□日 5月8日○水 ～5月22日○水   

□会 県民ギャラリー 

 

 
 

□日 5月21日○火 ～５月29日○水  

□会 美術展示室 

◆淡路文化会館 

編集だより 

 ゆっくりのんびり島めぐりで、心も体もゆっくりリラック

スしませんか？今年は元旦、春節、新年度、新元号とバタ

バタと慌ただしく日々が続きましたね。今月号は「令和」

第一号になります。ゆっくりと紙面をお楽しみ下さい。 

(応援隊:田村 ひろ子) 

お詫びと訂正:ポケットあわじ203(4月号)のP1「VOL.204」

は「VOL.203」の誤りでした。謹んでお詫び申し上げ、訂

正させていただきます。 

 

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

 

 

淡路の自然を紹介するため、野

鳥、昆虫、植物などの写真を展示

します。 
□日 □時 4月30日○火 ～5月30日㊍9:00
～21:00（初日14:00から、最終日
16:00まで）□休月曜休館 □会アール
ギャルリー □￥観覧無料 

◆洲本市民交流センター 

アワジネイチャーフォトクラブ 

写真展（淡路島の自然） 

写淡四季・フォトあわじ 

合同写真展 

第11回久留米敏仁写真展 

「旅の光」 

 

 
□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（月曜日
が祝日の場合は翌日） 

 

 

□日 開催中（GW10連休中休館なし
翌7日休館）  □時 9:00～17:00
(入館は16:30まで )   

2019年度「友の会」会員募集中 
 （年額1,000円） 

会員特典  
①当館開催の展覧会が無料 
②京阪神や四国の展覧会情報を送付 
③見学会など友の会主催の行事に参加 

□申 □問 玉青館まで 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館  

◆洲本市民工房  
□所〒656-0021洲本市塩屋1-1-17    
☎□F 0799-22-3322 
 
 

テーマ「例えば、10㎝立方の作品をつ

くって、売ってみるとか。」をもとに

制作された平面・立体作品の展示 

□日 5月18日○土 ～5月26日㊐ 

□時 10:00～17:00(初 日 は13:00か
ら、最終日は16:00まで)23日○木休館 

□会 3Fギャラリー □￥ 鑑賞無料 

十の会作品展 

館蔵品展Ⅰ  ー隠元禅師一代記ー 


