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フェスティバルの詳しいお問い合わせは 

三原志知市民交流センター  三原志知公民館へ 

TEL ０７９９－４２－６３４３   

 「明るく元気に」をテーマに南あわじ市立三原志知小学

校全校生（38名）が、教育活動として取り組んでいる和太

鼓「志童」。「子どもたちに何か誇れるものを！」、「大

勢の前で堂々と自分を表現できる児童に！」という保護者

と教職員の願いが合致して2014年に発足しました。 

 今日までに「兵庫県ふれあいの祭典」、「南あわじ市制

10周年記念式典」など大きな行事・式典にも出演。昨年12

月には「アジア国際子ども映画祭」でもオープニングを飾

りました。FM大阪主催「小さな音楽会」全国大会では、銀

賞、銅賞を受賞。「国宝松本城太鼓まつり」にも２度出

場。介護施設や「JAあわじ島農協まつり」などにも出演

し、これまでの公演回数は80回を越えるといいます。 

 志童の演奏を聞いて、元気をもらったという多くの声。

しかし、2020年４月に南あわじ市立志知小学校が開校する

ことに伴い「志童」も４月からは、今までと少し形を変え

て新たなスタートを切ることになります。今までの志童の

応援に感謝の意を込めて、「志童和太鼓フェスティバル」

（仮称）が計画されています。「太鼓芸能集団 鼓童」

と、「京都橘高等学校吹奏楽部」をゲストに迎えて！ 

３月１５日（日）１１：３０～ ステージは１３：００～ 

吉備国際大学志知キャンパスにて（無料） 

 146年の歴史を閉じ閉校する三原志知小学校のシンボル

は、昔、神様が鶴に姿を変えて飛来したという鶴来山（か

くらいさん）。この音楽祭は、お世話になった皆さまへの

鶴の恩返しかも～？       (応援隊:村上 紀代美) 
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           Page 2 応援隊取材記事・蒼開中高ジャズバンド部 

中高でジャズバンド部があるのは県下でも数少

ない中、淡路ではすっかりお馴染みの蒼開中高

ジャズバンド部。毎年いろんな場所で演奏してい

るといいます。最近私が蒼開中高の演奏を耳にし

たのは、洲本市小中連合音楽会でゲスト出演され

た時です。楽器が奏でる軽快なジャズのリズムが

会場一杯に響きわたり、聴く人の心を魅了してい

ました。そんな同校クラブの様子を探りに、クラ

ブ顧問の郡先生と昨年１２月まで部長をしていた

中本佳穂さん（高２）にお話を伺いました。 

中本 佳穂さん（高２） 

 クラブが誕生したのは、今から３０数年前のこと。現在は中学生１５名、高校生８名

の部員で、みんなとても仲はいいけど個性豊か。年齢幅が広いのでコミュニケーション

に気をつけている。演奏する楽器はベース、サックス、トロンボーン、トランペット、

ピアノ、ドラム、パーカッションなど。私たちの演奏を楽しんでもらうことを一番に心

がけている。そのためには、まず自分たちが楽しむことが大事。そして、楽しむための

努力と練習が必要。演奏は難しいけど、やりがいがあり楽しい。（中本部長） 

吹奏楽が『写真』ならジャズは

『絵』ですね、と話す郡先生。楽譜

には書かれていない音を生み出す難

しさと楽しさがジャズの魅力なのか

もしれません。お客さんたちに楽し

んでもらいたい、笑顔になってもら

いたいという部員皆さんの思いは、

きっと聴いてくれる人たちに届くこ

と間違いなしです。 

  （応援隊：瀬戸 由美子） 

♪淡路吹奏楽祭（しづかホール） 

♪淡路島まつりオープニング演奏 

♪Japan Student Jazz Festival高校生の部 

♪X`mas FunFun Concert 

                                                      （洲本市文化体育館）  

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYspCWxbfmAhUwyYsBHUWDA4QQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2014%2F11%2Fblog-post_664.html&psig=AOvVaw0nV6nRl-NLSa5pV0VCniWN&ust=157649538737853
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjz6pG7wrfmAhUzK6YKHQwDAbsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fnecos-plan.blogspot.com%2F2019%2F03%2Fblog-post_418.html%3Fn%3D3&psig=AOvVaw26Vs7jZPcbTcJLn7VmQHi6&ust=1576494666849476
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Page 3   応援隊取材記事・あわじ混声合唱団 

 淡路島各地からコーラス好きが集まった、本格的合唱グループ  

あわじ混声合唱団。現在は男性７名、女性１６名、合計２３名のメン

バーで活動をされています。グループの歴史も長いこの合唱団。もと

もとは淡路で「第９」を演奏した時のメンバーが中心となって１９８６年

に結成されたそうです。 

 練習風景を拝見し、その歌声の迫力に圧倒された応援隊・・・ 

驚きその1  アカペラで歌っている！みんなの息ぴったり！ 

         ハーモニーの美しさに鳥肌！声量すごい！ 

驚きその２  みんなとーってもイキイキしていて楽しそう♪ 

         表情豊かで 聴いても楽しい 見ていても楽しい♪  

驚きその３  指導されている竹本 大二朗先生の指揮が 

         情熱的で躍動感にあふれていて、とにかくすごい！ 

 取材に伺った時は「瀬戸の花嫁」を中心に練習していたのですが、これが「瀬戸の花嫁」・・？って思うようなアレンジで

した。男性の厚みのある豊かな歌声と女性の透明感のある清らかな声が見事に絡み合った合唱で本当に感動しまし

た。（拍手）メンバー全員が音楽を心から楽しんでいる「あわじ混声合唱団」の合唱、機会があればぜひその素晴らしい

ハーモニーを体感してみてください。                           （応援隊：川原 雅代・村上 紀代美） 

毎週火曜日 １９：３０～ 洲本市立千草公民館で活動しています。 

 

３月８日（日）南あわじ市湊地区公民館で開催される淡路合唱祭に出演予定です！ 
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 ２０年ほど前に坂恵さんと今谷さんの間で「バンドや

りたいな」という話が出て、練習を始めたものの互いに

仕事が忙しくなり、そのまま立ち消えになってしまって

いました。それから時が過ぎ二人とも退職という頃に

なって、もう一度「バンドを始めてみたいな」という話

になり活動を再開しました。 

 はじめは二人だけでやっていたのですが、途中から坂

恵さんの同級生の深田さんを誘い、その後、女性ボーカ

ルを一人加え４人でバンド名も「うたたね」と変更し活

動していました。「うたたね」という名前は退職後のシ

ニアが楽しんでいる手なぐさめ感を漂わせたいとの思い

でつけたそうです。半年ほどの活動休止を挟み、現在、

メンバーはオジサンばかり５人で地域のアトラクション

やライブハウス等で演奏しています。メンバーは、まず

は楽しみたいと言いながらもやる限りは音楽的にも少し

ずつでも高めたいとのことですが、まだ仕事をしている

人もおり全員そろっての練習時間がなかなか取れないこ

とが悩みとのことです。 

 全員フォ―クソング世代で、懐かしい関西フォークと呼ば

れた曲やオリジナル曲を中心に、声をかけていただいた場所

に合わせて演奏する曲目は変えているとのことです。オリジ

ナル曲はメンバーの今谷さんの創作ということですが、その

クオリティーの高さに感心させられます。今は亡き両親を

想って作った「エンヤサ」、家族をテーマにした「家族」な

ど、どの曲も人を思い、やさしさを求める素敵な曲です。こ

のバンドの歌を聴いていると胸にジーンとくるものがあり、

最後は心が清々しく「さぁ、一歩一歩を大切に進もう」との

爽やかな気持ちになります。  （応援隊：廣岡 ひろ子） 

                      Page 4 応援隊取材記事 ・うたたね 

うたたね代表  坂恵  正和  TEL  ０９０－８２３１－８９３６ 
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伊弉諾器楽合奏団は、高齢者の生涯学習の場であ

る「いざなぎ学園」の同好会です。学園には様々なサー

クルがあり、サークル活動も学園生の楽しみの一つで

すが、器楽合奏のサークルは無かったので、2012年の

9月に、リーダーの奈良昭彦さんの呼び掛けで集まった

人々によってスタートしました。メンバーのほとんどが器

楽合奏未経験者でしたが、身近にあったハーモニカ、リ

コーダー、オカリナ、鍵盤ハーモニカ等に、ハンドベル、

ギター、木琴、カホンなどを加え、親しみ易い曲をオリジ

ナルの編曲で楽しく合奏しています。 

7月の生活創造活動グループ交流会、3月のいざな

ぎ学園閉講式の学習発表会で演奏を行うほか、島内の

介護施設への訪問演奏にも積極的に取り組んでいま

す。年度ごとにメンバーの入れ替わりもあって、思うよう

に上達しませんが、気持ちを一つにし、脳の活性化にも

つながると信じて練習に励んでいます。いざなぎ学園

の講座日の放課後が活動日ですが、いざなぎ学園生

以外の参加者も歓迎です。     （応援隊:田村 弘子） 

                      
Page ５ 応援隊取材記事 

・すずらんコーラス 

・伊弉諾器楽合奏団 

毎月第1と第3水曜日の午後1時30分から3時まで、洲

本市大野公民館に集まってコーラスを楽しんでいる「すず

らんコーラス」を紹介いたします。 

このグループは20年前に発足し、音楽療法士の堀宏

子さんが指導されています。現在のメンバーは女性ばか

りの20人で、取材に訪れた日には15人が参加されていま

した。 

 まずはピアノに合わせて軽い体操や発声練習をしま

す。リラックスしたところでコーラス

が始まりました。講師の堀さんの

ユーモアを交えた軽快なトークの

中、季節に合わせた「里の秋」や「も

みじ」「たき火」など皆さんが知って

いる歌を中心に次々と童謡や唱歌

を歌っていきます。曲によっては手

足を動かしたりハンドベルを使ったりと、参加されている

皆さんが終始明るくて楽しそうに歌っていました。コーラス

の練習というより、参加されている皆さんが歌うことによっ

てそれぞれが楽しんでいるようでした。 

この日は私も一緒に過ごさせてもらいましたが、曲と曲

との間にはメンバーの最近の話題なども出てきて、常に

笑顔が絶えないとても楽しい90分間でした。このグループ

では、こうして集まって楽しむ以外に「洲本市図書館まつ

り」での発表など、年に数回他の場所で歌う

ことも行っているとのことです。  

「すずらんコーラス」では、男女を問わず一緒

になって楽しむグループメンバーの募集も

行っています。お問い合わせは洲本市大野

公民館（電話24-3602）まで。 

                      （応援隊：田処 壱久) 
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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 

 

   
 

 

☆第11回永田青嵐顕彰全国俳句大会 

 表彰式・特別講演会(第６回淡路島くにうみ講座) 

■演 題 「虚子と季題」 

■講 師 坊城 俊樹 氏（俳人、「花鳥」主宰） 

■内 容  

入賞作品の発表と表彰式のほか、特別講

演会として、俳人の坊城俊樹氏に俳句の魅

力等についてお話しいただきます。 

■日 時 ２月23日(日・祝)13時30分～16時 

              （受付13時～） 

■場 所 洲本市文化体育館 文化ホール 

■定 員 300名（無料） 

■締 切 ２月20日（木）※要事前申込 
 

☆令和２年度 地域活性化助成事業(第１期)募集 
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HPよりダウンロード可 

■申請期限：２月28日(金)必着 (持参に限る)  

 

 

 

便利な機能を搭載したスマートフォン。利用している
サービスのパスワードだけでは万全ではありません。日
頃から様々な設定をしておくことが大切です。 

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 

 
 
 

 

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5・12日(水) 
○会  場：淡路文化会館  
○体験の日程と内容 

  ９：３０ 日程等の説明 

        （募集説明会） 

 １０：００～１１：４５ 講座見学 

   5日「おもしろ講談」  

            講師： 講談師 旭堂 南海 氏  

  12日「脳をハツラツ元気にする方法」 

             講師：  小西 忠勝 氏 
                 （兵庫県健康生きがいづくり協議会） 

 １３：１５～１５：００ サークル活動見学   

＊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9：00～9：30に 
  講堂にお越し下さい。） 

申込・問合わせ先：(一財)淡路島くにうみ協会 

電話：0799-24-2001   FAX：0799-25-2521 
Eメール：awajishima@kuniumi.or.jp 
U R L：http://www.kuniumi.or.jp 

※学校教育法第１条に規定する大学とは異なります。 

 

－ネットトラブル－ 
スマホの紛失に備えるべきこと 

紛失に備えて 
○不要なサービスの設定・登録はしない 
○漏れたら困る情報は登録しない 
○紛失したときの連絡先を確認しメモしておく 
（携帯電話会社だけでなくサービス運営会社も必要）  
○スマホのロックと「PINコード」設定をする 
○アプリ等のパスワードがある場合は設定する 
○クレジットカード等のパスワード類は登録しない 

紛失時に利用できる携帯電話会社のサービス 
○位置情報検索サービス（スマホの場所を探す） 
○本体を遠隔ロックする（本体の利用停止） 
○電話回線を止める 
○遠隔操作で情報を削除しておく 

 スマホは多くの機能があり便利なものですが、万が
一、紛失してしまった時には様々なトラブルが予想さ
れます。上記の項目を参考に、日頃から備えておくよ
うにしましょう。クレジットカードを登録していた場
合はすぐに連絡できるようにしておいてください。 
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□□□所所所656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎0799-52-0260 □Ｆ0799-52-3072 

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日㊏、15日㊏、16
日㊐は出張公演のため休館）  

①「人形解説」・「傾城阿波の鳴門  

  順礼歌の段」  
□￥大人1,800円  中高生1,300円    
 小学生1,000円  幼児300円 
※上演内容は変更になる場合がありま
す。ご了承ください。 

【二月特別公演】 
淡路人形綸旨宣下450年記念公演 
□日２月22日㊏  

〔第一部〕□時開場15:15〔開演15:45〕 
〇久堀 裕朗教授（大阪市立大学）  
 による市民講座「淡路人形の起 
 源と『綸旨』」 
〇淡路人形座「式三番叟」 
□￥ 無料 ※平成31年度文化庁地域
文化財総合活用推進事業 

 

〔第二部〕□時開場16:30〔開演17:00〕 
〇久堀 裕朗教授（大阪市立大学） 
 による「播州皿屋舗」の解説 
〇復活公演再演「播州皿屋舗 
 青山館の段 忠太物狂いの段」 
吉田新九朗 忠太・お菊幽霊二役
出遣い早替わりにて相勤め申し候 
□￥ 前売り券  大人2,000円 中高生
1,700円 小学生1,300円（発売中、全
席指定、チケット売切れ次第終了） 当
日券 大人2,500円 中高生 2,000円 
小学生1,500円 
※料金は一階席・二階席共通 
※未就学児入場不可 

【速報】 
  第二弾！くにうみ神話の淡路島から 
今年は日本書紀編纂1300年！大学
院で古代史を専攻した古代史マス
ター落語家桂竹千代の落語と古代
史講座。 
今回のテーマは「古事記と日本書
紀」先生役は桂竹千代さん、生徒
役に三遊亭わん丈さんをお迎えし
て楽しくわかりやすい講座を開講
します。 
□日 ３月15日㊐  □時 開場15:30〔開
演16:00〕□￥前売り券 一般2,000円
（発売中、全席指定、チケット売切れ次
第終了） 当日券 一般2,500円 
※料金は一階席・二階席共通 
※未就学児入場不可 

◆淡路人形座 ２月公演 

定時公演 

淡路島コズミックカレッジ

i n2020  

◆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8日㊏、9日㊐、15日㊏、16

日㊐、22日㊏、2４日㊊○振  □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）     

 

 
□所〒656-2306 淡路市夢舞台4    
☎0799-74-1200 □Ｆ0799-74-1201 
□時10:00～18:00 

(最終入館は閉館の30分前まで) 

 

 

 
□日1月25日○土 ～4月5日○日  
 
 
 
 
 

□日1月25日○土 ～2月16日○日  
 
 
 
 
 
□日2月9日○日 13:30～ 

※3イベントとも 

□￥ 大人1,500円、70歳

以上(要証明)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」 

斉藤正博氏の巨大カトレアが 
4年ぶりに登場！ 

 特別展 

淡路夢舞台ラン展２０20 

◆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 
 

 

□日3月1日㊐  
□時開場13:30〔開演14:00〕  
□￥前売3,500円(税込) ※全席指定  
※未就学児のご入場はご遠慮ください。 
 
 
 

自分の体を自分で撫でたり、ツボを
押すなど、体の声を聞きながら心ま
でほぐれていく『神楽道』－神楽健
康教室－。ご興味のある方は是非、
体験してみてください。 

講師：表 博耀(オモテ  ヒロアキ) 
   日本国エンターテイメント観光大使 
   創生神楽宗家   

□日 2月27日 ○木  □時 19:00～21:00 
□場リハーサル室 

□￥ 1,500円(月1回)  ※初回体験500円 

※対象 幼児～(年齢制限なし) 

※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。 

 

□所〒656-2305 淡路市浦148-1  

□☎0799-74-0250 □F 0799-74-0256 

□時 10:00～18:30 

□休 毎週木曜日/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） 

 

 

□日 2月2日○日  □時 10:30～12:00 

サンシャインホールで使用してい

るグランドピアノを年に一度分解

してメンテナンスを行っていま

す。普段見ることの出来ないピア

ノの内部を間近で見ていただけま

す。 □￥ 無料 

 

 

 

 

□日2月15日㊏  

□時昼の部13:30(開場13:00) 

 夜の部18:00(開場17:30)  

□￥500円(障がいのある方、小・中学生

100円) ※淡路市役所市民人権課、

各地区公民館、サンシャインホー

ルでチケット販売中 

 

 

毎月開催♪未就学児や障がい者の
方も楽しめます！□日2月23日㊐㊗ 

□時14:00～14:40 □￥観覧無料 

 

 

  

0～3歳児を対象とした「どれみ音
楽教室」も同時開催□日2月23日㊐㊗  

□時12:50～13:30 □￥ 500円／回 

※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 

ピアノ公開メンテナンス 

大場蘭園・大場良一氏 
講演会「ランと要人」 

第14回淡路市人権シネマの集い 

「彼らが本気で編むときは、」 

春風亭一之輔 独演会 

神楽教室 

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、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250ヶ所

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ので、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。 

 なお、バックナンバーを淡路文化会館のホーム

ページに掲載していますので、こちらも是非ご覧

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 □Ｆ0799-25-3325 

〇〇洲本市老人クラブ連合会 洲本支部  

 第26回ふれあい作品展 
洲本市老人クラブ連合会会員によ

る作品展示会 

□日 2月6日㊍～7日 ㊎  □時 9:30～

17:00（最終日は15:00まで） 

□会会議室１A □￥無料 

〇〇児童・生徒の 

 交通安全ポスター展示 
「児童・生徒の交通安全ポスター」

の最優秀賞・金賞作品計20点の展示 

□日2月11日㊋㊗～26日㊌  

□会エントランス □￥無料  

〇〇日本書紀編纂1300年記念事業 
 淡路神話 くにうみ 記念公演 
日本書紀編纂1300年を記念し大

歳氏らが、国生み神話をテーマに

手掛けた記念曲「淡路神話『くに

うみ』」の記念公演  

□日 2月11日㊋○祝  □時14:00開演(開場

13:30) □会会議室1A □￥無料 

令和元年度 
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 

 

 
 令和元年度淡路文化会館「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2日○日 ～23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 
 あなたを笑顔にしてくれる音楽は
何ですか？ 
 子供達の元気な演奏 
 仲間との楽しい合奏 
 プロの素晴らしい音色 
 お気に入りの音楽を聴きながら 
心をあたためませんか。 

(応援隊:小原 町子) 

 
 

日 時：令和２年 ３ 月 １ 日（ 日 ） 

    １４：００～１６:００（開場１３：３０）  

場 所：サンシャインホール（淡路市浦148-1） 

（小さなお子様連れの方には親子室も用意しています） 

 淡路文化会館に活動拠点を置く、淡路声楽セミナー主催のコンサートで

す。サンシャイン少年少女合唱団と凛々倶楽部(ハンドベル)とともに、日

本の歌やイタリア・フランス等の歌曲、オペラ、ミュージカルなど様々な

歌で楽しいひと時をお届けします。どうぞ聴きに来てくださいね。 

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 

    片山 直子   

 ☎090-9705-1965 

♪ 

 

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 
☎0799-24-4450 □Ｆ0799-24-4452 

 

 

 

□日2月1日㊏～23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 

♪ 

 

□所656-0021洲本市塩屋1-1-137 

☎0799-22-1200 □Ｆ0799-24-5704 

第12回がん診療市民公開講座 
公開シンポジウム 

①「人生会議（ACP）もしもの時の

話し合い」 

②“もしばなカード”を使って人生会

議をやってみよう 

□日 2月11日 ㊋ ㊗ □時 13:30～15:30

（開場13:00）□会２F大会議室  

□￥ 無料  □問 がん相談支援センター

0799-24-5044(平日9:00～17:00) 

 

◆兵庫県立淡路医療センター 


