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VOL.219 

洲本市物部1丁目12-73（洲本高校の近くです。） 電話 0799-20-1196 定休日 月曜日 
営業時間 ランチ 11:30～14:30 (L.O.13:30) 、ディナー 18:00～ (L.O.22:30) 

東京の本格的なフレンチ店で修業を重ねてきたオーナーシェフの佐藤

さん。出身は山形県ですが奥さまの故郷の淡路島で4年前に誰でもが楽し

めるフレンチをめざして、この「レスプリ・ド・グリシーヌ」をオープン

されました。 

豊かな自然に恵まれている淡路島、その淡路島産の玉ねぎや地場野菜

などできるだけ多く使い、近海で捕れる鮮魚の旬を見極めつつ取り入れる

など、食材にはこだわりを持っているそうです。 

店を始めた時からテイクアウトをされていたそうですが、テイクアウ

トには本格的なフレンチではなくフランスの一般家庭で食べられている、

「おそうざい」のような料理を作られていると話されていました。 

 テイクアウトにはお昼はランチボックス、夜はオードブルの注文が多い

そうですが、いずれも予約制となっています。それぞれご予算などに応じ

て作ってくれるそうなので、電話で気軽に相談してくださいね。 

お店の状況などは「フェイスブック」にアップしているので、「レス

プリ・ド・グリシーヌ」で検索すれば見ることができます。店名の「グリ

シーヌ」というのはフランス語で「藤の花」だそうです。テイクアウトも

ですが、落ち着いたお店で食べるフレンチもいいなあって思いました。 

                                       （応援隊：田処 壱久） 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiusLlj57kAhVaE4gKHUw6BmwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fsozaizchi.com%2Fsozai%2Fillust%2Fsyogatsu%2F07.html&psig=AOvVaw1P7ZlvjnHi4AYOkz4kRrtx&ust=15668248693162
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           Page 2 応 援 隊 取 材 記 事 ・ そ ら と 海 

淡路市竹谷８－1 

津名一宮ＩＣから郡家方面へ徒歩５分  

TEL ０７９９-７０-８５９２ 

定休日：毎週火曜日、第３水・木曜日 

 11：30～15：00 Ｌ.Ｏ 

  17：00～20：00 Ｌ.Ｏ  

わたしは、「手作り弁当のご

飯なし」をテイクアウトしました。

主菜の豚の生姜焼きの他、だい

たい１２種類の料理がついてい

ました。２０種類以上の食材が

様々な料理法で調理されてお

り、五感をくまなく楽しませてい

ただきました。 

主菜以外は２～３口程度で食

べきれる量なので色々な味を十

分に堪能できました。とっても美

味でした。 

    （応援隊：米田 静子） 

神戸でお店を営んでいた時、玉ねぎを購入す

るため来島していた淡路島で、２０１８年４月に

開店。店名は大好きな淡路島の「そらと海」とし

た店主 吉野 安紀さん。献立から調理まで、全

て一人でこなします。お客様に寄り添う料理人

を目指し、また一期一会の味（性別年齢に合わ

せた味付け）をモットーとしています。食材の新

鮮さや彩り、食器との相性を意識した盛り付け

にもこだわりが感じられます。 

また、食材の８割以上は淡路産を使用し、自

家栽培の野菜も使っています。テイクアウトの

場合も、食材・料理へのこだわりは同じです。電

話での注文時に、味付けや食材に関しての細や

かなオーダーに応じてくれます。 

※ 季節や仕入れによってメニューを変更する可能性があります。 
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 明石海峡大橋を渡って国道28号線を車で南下して15分。巨大な観

音菩薩像を通り過ぎて400m先、淡路島のカフェ・ランチのお店「しら

す」があります。海沿い右側の白い建物がお店です。店内に入ると大水

槽がドーンと目に飛び込んできます。中には真っ白なアリゲーター

ガーなどが泳いでいます。 

           Page 3 応援隊取材記事・しらす・松本 

淡路市釜口１８７１－1  

 TEL ０７９９-７０-４０２８ 

定休日：木曜日、第2水曜日 

 営業時間 11：30～17：00 

   ランチ 11：30～14：00 

  ディナー予約制 

電話予約受付時間 

  9：00～14：00 

受け渡し時間 

 11：30～14：00 

  または 17:00 

 お店の名前は「しらす」ですが、ステーキランチ＆カフェのお店。カフェ・ランチ「しらす」オー

ナーの蓬莱 奈美さんにお話を伺いました。オーナーは、牛肉の仕入れをしていた会社に勤

めていたお肉の目利き。料理はハーモニー、このお肉に負けない淡路島野菜に惚れ込み季節

の島野菜盛りだくさんのランチメニューを考案。淡路島は、海と山と空に囲まれた場所とい

うことで、この場所を選んだそうです。コロナ禍のいま、食を通じて笑顔の連鎖の一助になれ

ばとテイクアウトも始めました。テイクアウトで、ステーキ弁当を実食。(肉の種類はハラミ、イ

チボ、サーロインなどから選べます。)ステーキ弁当には、お味噌汁やお手拭きもついていま

す。ステーキはとってもジューシーでやわらかく、脇をかためるお野菜も絶品！

ステーキカレーはかくれ人気メニュー、目玉焼きトッピングもオススメ。 

                                    （応援隊：竹代 結） 

※ 予算・メニューは応相談。早めに予約してください。 

南あわじ市津井2277-21  

TEL ０７９９-３６-５３２４

不定休 

営業時間/12:00～15:00 

     17:00～22:00 
※店舗利用は前日までの予約制 

ふたを開けた瞬間、「わー！おいしそう！どれから食べようかな」と迷ってしまいそうなワクワク感満載！ 

南あわじ市津井で30年以上前から季節料理の店を営む松本さんのお弁当は、「見て楽しんで、食べて楽しめる」をコン

セプトに、彩りよく多種類のおかずが詰まった、まさに「大人のお子さまランチ」や〜。はじめは、魚料理やお寿司中心の純

和風メニューだったのを、10年ほど前にターゲットを女の人に絞ってリニューアル。もちろんランチも人気ですが、オムラ

イスや栗ご飯のおにぎりや、ポテトを刻んで衣にした変わりエビフライなどをつめたお弁当は、ちょこちょこおいしいもの

を食べたいという女心をわしづかみ！ホームページにもカラフルなお弁当が並びます。「今日は ご褒美 テイクアウト」に

はピッタリですね。 

松本さんは不定休なので、お弁当の注文はなるべく早めに予約してとのことでした。ご予算に合わせていろいろ相談に

乗ってくださるそうですので、ぜひ一度問い合わせしてみてくださいね。 

                                                      （応援隊：浜田 泰美、岡 八代井） 
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                      Page 4 応援隊取材記事・akari・福良CAP（１） 

オーナーの花野 博さんは淡路島生まれの

淡路島育ちで、2014年洲本市宇原の県道沿い

で以前は工場建物だった跡に「秘密基地 

akari（あかり）」というこの店を開店しま

した。外観が工場のままなので、とても食べ

物屋さんに見えません。大人の遊び心いっぱ

いで作った、まさに、その名のとおり秘密基

地のようなお店です。 

洲本市宇原７７－1  

TEL ０７９９-２０-４７２１  

定 休 日：月 曜 日  

南あわじ市福良甲1526-2 

淡路人形座近くの水色の建物  

定休日：水曜日 

 淡路島の南の端、淡路人形座や道の駅福良が集

まってにぎやかなエリアに「チャレンジモール福良

CAP(キャップ）」が登場したのは昨年7月。ブルー

のコンテナに島の食材をふんだんに使った飲食店

が集結。南あわじ在住の応援隊満腹トリオがさっ

そくランチを体験してきました。潮風さわやかなテ

ラスでのんびりゆったりいただいたのは、「地元産

ゴールデンボアポークのホットドッグ」、「10種類以

上の地元野菜たっぷりの農園ボックス」「絶妙なレ

ア具合に焼き上げた淡路牛ステーキ丼」などなど

etc～ほかにもビーフ100％のハンバーガーやカ

レーもあります。淡路島産のフルーツをメインにし

たフルーツスタンドも人気です。夜はバーに変身す

るショップもあります。この日のお客さんは大阪か

らやってきたというライダーや、島外からの旅行客

ばかり。島の外に目を奪われるのでなく、島の中に

も知らなかったいい場所、お店が発見できるかも

しれないですね。ぜひ淡路の南の端にも来てみて

ね。 （応援隊：坂本 厚子、村上 紀代美、川原 雅代） 

 テイクアウトメニューは、ボリュームたっぷりで大人気の「淡路島バーガー」をはじめ各種のカレーや丼もの、お

弁当などメニューも豊富です。またオードブルも予算に応じてできるそうです。カレーにはしっかり炒めた淡路島玉

ねぎをふんだんに使うなど、メニューの食材には肉や野菜・魚など、できるだけ多くの淡路島産のものを使用されて

いるそうです。「テイクアウトは事前に電話で注文いただくか、お店に来られてからでも少しお待ちいただければご

用意できます」とのことです。奥さまの世里香さんは、「秘密基地内ではゆっくり食事などができますので、ぜひお

店の方にもお越しくださいね」と話されていました。                          （応援隊：田処 壱久） 
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                      Page ５ 応援隊取材記事・福神水産㈱・福良CAP（2） 

 

福神水産
ふくのかみすいさん

㈱ 南あわじ市福良丙28-12 

TEL 0799-52-0640 FAX 0799-52-3899 

https://fukunokami-s.com  

① ホットプレートにアルミホイルをしきつめ、鯛と海老を並べる。 

② 軽く塩をふり蓋をして熱する。 

③ 蓋が熱くなって鯛の切り目に火が通ったら出来上がり♪ 

南あわじ市福良の福神水産株式会社さんにネット

で見つけて気になっていた「鯛の宝楽焼」についてお

話を伺ってきました。 福神（ふくのかみ）水産株式会

社は、約５０年続いた福新水産株式会社の跡を引き

継ぎ４年前に新しく立ちあげた古くて新しい会社で

す。福の神のように、にこやかで立派な体格の古池

社長さんが迎えてくれました。 

 福神水産さんでは魚の卸売りだけではなく、一般

家庭への販売もしています。夏場は鱧鍋セット、寒く

なる時期は３年トラフグの鍋セットが好評で、ふるさ

と納税の返礼品としても喜ばれています。 

 今年はコロナの影響で、ホテルや旅館などへの鯛

が出なくなってしまったので、４月から「鯛の宝楽焼

セット」の販売を始めたそうです。朝にさばいた魚を

真空パックして、その日のうちに出荷してもらえるの

で魚は新鮮そのもの。とても豪華な宝楽焼セットが

福良から日本全国に届けられます。 

 この「宝楽焼セット」は、お祝い事などによく使われ

るそうです。私は基本のセットに家族の人数分のえ

びを追加しました。金額によって鯛を大きくしたり、

えびを増やしたり、刺身用のイカを足したりと、アレ

ンジ可能なのもうれしいですね。さすが「福の神」☆ 

 早速レシピ通りに作ってみました。なんて簡単なん

でしょう！初めての宝楽焼でも失敗なしでした。簡

単で豪華な料理は最高のご褒美。家族の特別な日の

メインディッシュにいかがでしょう？ 

（応援隊：坂本 厚子、村上 紀代美、川原 雅代） 
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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 

 

 

☆令和２年度 第２回淡路島くにうみ講座 

  私の人生～自転車から見た淡路島～ 

■講 師 安田裕己氏 
             安田大サーカス・団長安田（タレント） 
■内 容 
 第９回淡路島ロングライドを走った経験から、自転
車芸人としての淡路島での体験談や思い出などをお話
しいただきます。 
■日 時 10月 ２８日(水)14時～15時30分 
■場 所 洲本市文化体育館 文化ホール 
■定 員 １00名（無料）※要事前申込 

☆花みどりフェア記念 

 「あわじ花と緑のコンクール」(秋の部)募集 

 島内で地域のガーデナーとしての活動成果を競うコ    

ンクールを実施します。 

◆対 象：島内で花と緑を育てる個人、学校、事業 

     所、グループの育てた花壇・庭などで、応 

     募期間中に撮影した写真 

◆応募期間：秋の部 9月1日(火)～11月30日(月) 

◆審査部門：①家庭②学校③事業所④コミュニティ 

◆賞：最優秀賞1点 

   優秀賞各部門別  計4点 他 

◆応募用紙は当協会またはホームページなどから入 

 手の上、応募写真3枚に説明コメントを添えてご 

 応募ください。 

    

 

 

 ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、以下の 
   ことを徹底し、「うつらない」・「うつさない」 
   に努めています。 

ー 各講座も始まっています ー 

 ・「淡路洋画セミナー」  9月  5日(土)～ 

 ・「淡路日本画セミナー」 9月10日(木)～ 

 ・「パッチワーク講座」  9月14日(月)～ 

 

『いざなぎ学園』大学・大学院 
   9月9日（水）より開講しています。 

【 受講生が守ること 】 

・手指の消毒 

・マスクの着用 

・対人距離の確保 

・大声での会話を控える 

・会食は控える 

【 会館の対応 】 

・検温の実施     

・消毒液の設置 

・座席間隔の確保 

・定期的な換気 

  

 

 

 

美術展示室と資料室で展示しています。下表が

10月の予定です。ご来場をお待ちしています。 

 展示時間：9:00～17:00 

 （11月1日は16：00迄です) 

  
 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 

 

 
    

 

 消費者力（理解・選択・行動できる力）を高め、安全・安

心な生活を送るため、下記のセミナーを開催します。 

是非、ご参加ください。 

※ 詳しくは下記までお問い合わせください。 

●時間・・・・13：30～15：30 

●参加費・・・無料      

●定員・・・・各４０名（先着順） 

●申込〆切・・各開講日の一週間前まで 

●申込先・・・兵庫県淡路県民局交流渦潮室 

       消費者センター 

TEL  0799-26-336０   FAX  0799-24-6934 

淡路県民局 交流渦潮室  

県民・商工労政課（消費者センター）        

☎0799-26-3360 

消費者力アップリレーセミナ― 

― 受 講 生 募 集 ― 

回 テーマ 会 場 日 程 

1 マイナポイントとキャッシュレス

決済について 

南あわじ市中央

公民館 

10/23

（金） 

2 お得なお金の知識 洲本総合庁舎 11/17

（火） 

3 食品を上手に片付ける節約術 淡路市役所 12/15

（火） 

4 スマホやネットに潜む危険 洲本総合庁舎 2/16

（火） 

美術展示について 

    展示会名   場 所   期 間 

晃世作品展 美術展示室 
10/  ８～    
10/1３ 

上田 梅香 個展 資料室 
10/  ８～
10/1３ 

2020兵庫県文化賞受
賞者小品展 

美術展示室 
10/15～
10/18 

八十歳の思い出写真展 美術展示室 
10/21～
11/ 10 

戸塚刺しゅうミニ展 資料室 
10/30～
11/  8 
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淡路の文化活動・イベント情報 

インフォメーション Page 7 

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、各イベント開催予
定が変更されることもありま
すので、お出かけ前には、主催
者にお問い合わせをされます
ようお願いします。 

 ご注意  

□□□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 

□時 10:00,11:10,13:30,15:00 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 小学 

  生1,000円  幼児300円 

 「バックステージ」・「人形解説」 

 ・「戎舞」 

※ 土曜、日曜日の11:10,13:30【11日 

  (日)、18日(日)は除く】 

  大人1,800円  中高生1,300円  小学 

  生1,000円  幼児300円 

 「人形解説」・「傾城阿波の鳴門」 

※ 上演内容は、変更になる場合があり 

  ます。ご了承ください。 

 

 

 和のよそおい、大人のお出かけ 

   ～きもの着て来て、 

      お芝居と撮影会～ 

□日  10月18日(日)開場13:00開演14:00 

  (15:30終演予定) 

 〇「義経千本桜 道行初音旅」   

 〇人形着付けトークショー  

 〇「衣裳山」 

 〇衣裳山撮影会 

□￥  入場料(全席指定席、未就学児入場不可) 

  大人 前売り2,500円/当日3,000円 

  高校生以下 前売り1,500円/当日 

    2,000円 

※ 和装(着物・浴衣・作務衣地など)の 

  方限定です。 

※ 新型コロナウイルス感染症対策のた 

    め延期の可能性もございます。ご了 

    承くださいませ。 

※ 9月18日(金)より前売り券発売中 

  主催：公益財団法人淡路人形協会  

※ 30名以上の場合、下記の時間帯で臨 

    時公演も可能です。(15日前までの 

 事前予約が必要です。) 

    臨時公演：9:00、 16:00 

※【10月の休館日】7日(水)、14日 

  (水)、21日(水)、28日(水) 

    ◆淡路人形座公演案内 

１０月の特別公演 

 
 
 
 

□所 〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎  0799-74-1200 □Ｆ  0799-74-1201 

□時 10:00～18:00 (最終入館は閉館の 

  30分前まで) 

□日  9月19日(土)～11月8日(日) 

□￥ 入館料：一般1,500円、70歳以上 

   (要証明)750円、高校生以下無料 

 

 

 

 

〇フラワーショー「これぞ、ジャ

パネスクガーデン2020」 
 

〇スペイン人日本庭園研究者

が創る日本の美意識空間 
 

〇秋のローズガーデンショー 
              (屋外) 

◆兵庫県立淡路夢舞台温室 

「奇跡の星の植物館」 

特別展「あわじガーデンルネ

サンス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 
 
 

 

 初心者でも大歓迎。みんなで合唱する

楽しさを体験してみませんか。 

※初回体験無料 随時募集中！ 

【日時】10月3日 (土）、10月24日 (土） 

     14:00～15:30 

【場所】しづかホールリハーサル室      

【対象】小学生～  

【料金】￥1,000（月2回）  

 
 
 
 

 子どもから大人まで、初心者で

も大歓迎。一緒に楽しくDANCEし

ましょう。  

 ※初回体験無料  随時募集中！  

【日時】10月 2日(金)、9日(金)、16日(金) 

   ○キッズ：17:00～18:30 

  ○フリー：19:00～20:30 

【場所】しづかホール  ホワイエ             

【対象】○キッズ：～小学生  

     ○フリー：中学生～  

【料金】○キッズ：￥3,150（月  

         3回）  

    ○フリー：￥3,300(月3  

           回)or都度払い￥1,200  

《申し込み・問い合わせ》  

しづかホール  

TEL:0799-62-2001  

MAIL: info@shizukaha l l .com  

しづか少年少女合唱団  

JAZZ DANCE 教室  

 淡路人形座へご来座される 

 お客様へのお知らせとお願い 

定時公演 

 

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

 

 

□日  10月1日(木)～10月25日(日) 
□時 9:00～21:00(最終日は16:00まで)  
□休 月曜休館  
□会１階アールギャルリー  
□￥  観覧無料 
※ 会員の1年間の活動の成果を発表しま 

     す。 

◆洲本市民交流センター 

洲本フォトサークル 

第53回写真展 

 

 

 国及び自治体の定める新型コロナウ

イルス感染症対策ガイドラインに基づ

いて、感染予防処置を実施しておりま

す。お客様にはマスクの着用、手指の

消毒、検温の実施等へのご協力をお願

い申し上げます。 
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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 □Ｆ 0799-25-3325 

 

 

【日時】10月3日(土)～5日(月) 

            9:00-17:00 

     (最終日は、16時迄)  

【場所】会議室1A 

【料金】無料 

 淡路文化会館日本画セミナー受講生

の作品を展示いたします。 

【問い合わせ】三美会 

   代表：的場 哲也 

 ☎  080-1425-9135 

 

 

【日時】10月10日(土)～11日(土)    

 10:00～17:00(最終日は、16時迄)         

【場所】会議室1A・2C 

【料金】無料 

 美術・茶華道・文芸・教養部門の洲

本市文化協会による展示会です。 

【問い合わせ】洲本市文化協会 

    ☎ 0799-24-1714  

  

 

【日時】10月３0日(金)～11月3日 

    (火・祝)   ９:30～18:00  

         (最終日は16時迄)        

【場所】会議室1A・2C 

【料金】無料 

 日本画・洋画(版画)・書・彫塑・→ 

       お知らせ 
 新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、各イベント開催予定が変更
されることもありますので、お出か
け前には、主催者にお問い合わせを

されますようお願いします。 

 

□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） 

 

 

 毎年格安の料金で本格的な落語をお

届けしている「ひがしうら寄席」。 

今年は、新型コロナウィルス感染防止

の観点で、客席数を減らした２回公演

となっております。演者と演目は、午

前午後とも同じです。 

日時：10月11日（日） 

     午前の部 11時開演、 

     午後の部 14時開演 

出演：桂九雀、林家染左、桂福丸、 

         桂白鹿 

入場料：一般1,000円、70歳以上、障

碍者手帳保持者500円 

   （当日は、それぞれ200円増し） 

 

 

 お子様連れの方からお年寄りまで、

楽しめるコンサート。今回は、作曲家

でピアニストとして活躍する、林そよ

かさんをゲストに、「音楽ワンダーラ

ンド！」と題して、音楽の不思議さや

面白さを楽しんでもらいます。観客参

加型コーナーもあります。 

日時：10月18日（日） 14時開演 

入場料：500円  （飲み物とお菓子付、

未就学児無料） 

◆淡路市立サンシャインホール 

第26回ひがしうら寄席 

ふだんぎコンサート 

 ◆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 □□□ＦＦＦ 0799-72-2100 

 満開のコスモスをおひとり10本お

持ち帰りいただけます。  

□日 10月24日(土)、10月３1日(土) 

 11月1日(日)、11月3日(火・祝) 

□時 受付時間  

 ①13:00～13:30 ②14:00～14:30 

   体験時間  

 ①13:00～14:00 ②14:00～15:00 

 定員：各回20組 

□場  会場：大地の虹花壇ほか 

□￥  参加無料  

 ※別途入園料、駐車料金必要です。 

 ※持ち帰り用の袋は各自ご用意くださ 

  い。 

「コスモスのつみとり体験」 

編集だより 
 

 ４月より「ポケットあわじ」を担当することになりました。こ

れまで同様、これからも皆様に愛される新聞をめざして頑張りま

すので、よろしくお願いいたします。 

 テイクアウトとは、「客が自ら店に出向いて飲食物を持ち帰る

こと」だそうです。今月は、島内の様々なテイクアウトを知るこ

とができました。手ごろな物から、豪華な物まで…、その質の高

さに驚きました。 

 自分のために、家族のために、「ご褒美」としての「テイクア

ウト」ができるよう、毎日の生活を充実させたいものですね。 

                  （応援隊：片桐 正幸） 

三美会 日本画 洲本展  

第3回 洲本市民文化展  

   ◆洲本市民工房 

第73回洲本市美術展  

工芸・写真の6部門を対象とした公募展で

す。作品受付は、10/22(木)

10:00～18:30です。 

【問い合わせ】 

 洲本市教育委員会生涯学習課 

   ☎ 0799-22-3321 


