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－ 淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん － 

月
刊 

 まず紹介するのは、猪ノ鼻ダムです。このダムは洲

本市（建設当時は洲本町）の水道用として1933年（昭

和8年）に完成しました。総貯水容量は30.6万㎥でダムの

構造は当時としては一般的な粗石コンクリートですが、表面は

石が積み上げられとても重量感があり、レトロな感じがするダ

ムです。また、ダムの堰堤部は無機質なものが多い中で、このダ

ムは橋の欄干を思わせるようなとてもおしゃれなものとなってい

ます。残念ながら堰堤には立ち入ることができませんでした。 

洲本市には猪ノ鼻ダム（昭和8年）・猪鼻第2ダム（昭和53年）・竹原ダム（昭和37年）・鮎屋川ダム（昭和45年）・天川第1ダム（昭和34年）・天川第2ダム（昭和5８年）・大城池（昭和3年）の７つのダムがあります。 
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 猪鼻第2ダムは猪ノ鼻ダムの上流約1.5Kmにあり、1979年

（昭和54年）に完成しました。総貯水容量は57.2万㎥でこの

ダムも水道用です。猪ノ鼻ダムに比べてとてもシンプルな構

造です。このダムの堰堤は入ることができ、堰堤から見える

先山がとてもきれいです。 

 竹原ダムは1964年（昭和39年）に完成し、総貯水容量は78

万㎥の水道用ダムです。構造は一般的な重力式コンクリートダムで、ダム手前の橋を渡って川沿

いに荒れた細い道を上流に向かって行くとダムの下まで行くことができますが、危険な場所もあ

るのであまりお勧めはできません。この竹原ダムの奥に「あわじ花山水」というアジサイの名所

もありますので、その季節に行くのもいいなと思います。 

 鮎屋川ダムは1970年（昭和45年）に完成し、総貯水容量は180万㎥と洲本市で

は最大のダムで、オニオンロードの鮎屋夢大橋から見るとダムの雄姿を見

ることができます。このダムは農業用灌漑用水と洪水調整、一部は水道用

として利用されています。ダムの下流には淡路島一の落差の「鮎屋の

滝」、そして上流には土盛り堤体の「大城池（昭和3年竣工）」があり、城戸ア

グリ公園からのウォーキングコースとしても最適です。またダム湖の道路

沿いには温泉水の自動販売機があります。料金は50リットル100円でした。 

天川第1ダムは1959年（昭和34年）

に洲本市由良地区の水道用として完

成し、総貯水容量は13.1万㎥です。

その上流約1Kmに天川第2ダムがあり

ます。この天川第2ダムは1983年（昭

和58年）に同じく水道用として建設

されました。総貯水容量は11.2万㎥

と二つのダムは他と比べても小規模

ですが、静かな森の中でとても趣の

あるダムでした。  

            (応援隊：田処 壱久) 
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Page ２ 応援隊取材記事・南あわじ市のダム 

 南あわじ市ダムデータ（ ）内は竣工年 

諭鶴羽山系：初尾川ダム（昭和43年）・北富士ダム(平成12年)・成相ダム

（平成14年）・諭鶴羽ダム（昭和49年）・牛内ダム(平成11年)・大日ダム

（平成10年）・大日川ダム（昭和39年）・本庄川ダム（平成10年）・上田池

（昭和7年）・柿ノ木谷池ダム（平成18年） 

 北富士ダムは平成12年に、成相ダムは平成14

年に竣工しました。隣り合う2つのダムは山の中

を水路トンネルで結び1つのダム事業として活用

しています。下流から見る2つ並んだダムの姿は

とても雄大です。成相ダムの少し上流には昭和

25年に建造した成相池堰堤が橋のように水没し

ていて、その姿はとても不思議で一見の価値は

あります。又、ダムの堤中央は視界が開け、夜

はとても暗く天体観測には

絶好のポイントです。 

（応援隊:坂本厚子、 

 村上紀代美、川原雅代） 

 三原川水系の東側上流に上田池があります。昭和7年に竣工し粗石モルタル造りのダ

ムとして当時は東洋一の大きさを誇っていました。その規模の大きさから工事は難航し

昭和元年(大正15年)の着工から実に7年もの歳月を要しました。緑に溶け込んだ古い石

堤から流れ落ちる水の姿は、自然の大きな滝のようでとても心が洗われます。 

 大日川の上流には江戸時代初期に建造された

大きな美女池があります。昔から"美女が現れる

池"の言い伝えがある神秘的な池で、堤の真ん中

にムーミンの家のような小さくてかわい小屋が建っ

ているのがとても印象的です。その下流には昭和

39年竣工の大日川ダムと平成10年竣工の大日ダ

ムがあり、大日ダムの堤から見える正木池へと繋

がる景色はとても壮大です。     (↓) 

 南あわじ市神代地区にお住まいのダムがとても好きな木田 徹さんの案内で、諭鶴羽山系の

10基のダムを見学してきました。自然に包まれた雄大なダムを見ながらその歴史や逸話を聞く

ことができ、とても充実した時間を過ごせました。淡路島は雨が少なく、ため池が多い島とし

て有名ですが、ダムマニアの間では淡路島はダムが多い島としても知られています。島南部の

諭鶴羽山系では実に17基ものダムがあり、その中で南あわじ市には10基のダムがあります。 

 三原平野は農業の盛んな地域でしたが、河川災害が増加するようになってきました。また、

三原川流域は、渇水が甚だしく、ため池だけでは農耕に大きな支障をきたすようになりまし

た。そこで、ダムによる洪水調節と農業用水の不足とともに、水道用水の慢性的不足に対処す

るため、ダムの計画的な建設に着手をしてきました。 
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Page ３ 応援隊取材記事・淡路市のダム・ダムカード 

 常盤ダムの水は、パイプで「あわじ花さじき」の

小高い丘までポンプアップ（人間の心臓と同じ）し

て送り、オリーブ園、トマト・イチゴハウスなどに

供給しています。また、北淡自然休養村センターが

隣接し、天体観測施設もあります。空気が澄んでい

る夜は星が美しく見えるそうです。ダム周辺を走る

トリムランニングコース（往復1.3キロ）やダム周

辺を一周するリングコースもあります。近くにはダ

ムの水をいただいてブドウなどの農作物が豊かに

実っています。皆さまもおいしい空気をいっぱいに

吸って、食べて、触れて、運動して、身も心も元気

になりましょう。 

          （応援隊：廣岡 ひろ子） 

 淡路西海岸を走る西浦県道野島バス停から常盤

への大きなカーブを気をつけながら登っていくと常盤ダムが出迎

えてくれます。総貯水容量は66万トンで淡路島の農業用ダムとし

てはかなり大規模で、自然豊かな野島川上流部にあります。 

 昭和46年（1971年）に着工し、同49年（1974年）に竣工しまし

た。このダムは洪水調節機能を持たない利水ダムですが、近年頻

発する豪雨災害に備えて平成29年（2017年）より夏場に水位を下

げて洪水の軽減に対応しています。 

 

 コロナ禍による屋外レジャーが大人気！そんな中、淡

路島においても注目されているのが、広大な自然の中に

そびえたつダムを巡るツアー。全国から多くのダムマニ

アが来島してきているようです。 

 そこで、淡路島を訪れた人にダムの魅力を紹介する、

「ダムカード」の配布が始まっています。「ダムカー

ド」はこれまで、兵庫県洲本土木事務所が平成25年より

発行している大日ダム▽北富士ダム▽諭鶴羽ダム▽牛内

ダム▽成相ダムの5種類でした。新たに兵庫県洲本土地

改良事務所が、農業用水を貯める島内5カ所のダムにつ

いて知ってもらおうと作成した、本庄川ダム▽初尾川ダ

ム▽上田池ダム▽大日川ダム▽鮎屋川ダムが加わり、10

種類が配布されています。 

 気持ちのいいこの季節、ハイキングやサイクリングに

ダム巡りは如何でしょう。新しい発見と「ダムカード」

がゲットできますよ(^^♪   （応援隊：平見 幸子） 

【農業用ダム】洲本土地改良事務所（兵庫県洲本総合庁舎５F）TEL 0799-26-2118 

【県管理ダム】洲本土木事務所三原川水系ダム統合管理事務所 

                             （大日ダム）TEL 0799-52-2929 

北淡路土地改良区（農林水産省より受託管理）淡路市野島常盤１３７２－１ ℡ ０７９９－８２－０３８７ 

※北淡路土地改良区では、希望のある小学校へ「ふるさと学習」の出前授業も行っています。   

淡路市には４つのダム、谷山ダム（昭和

49年）・河内ダム（昭和60年）・常盤ダ

ム（昭和49年）、大谷ダム（昭和45年）があ

ります。＊（）内は竣工年 



ポケットあわじvol.2２6  202１年５月号 

 

 

Page ４ 応援隊取材記事・北淡路ウォ-キング 

           ・諭鶴羽ダム 

 

 あわじ花さじきに駐車（駐車代¥200）すると、道路沿い

に「北淡路を拓く」の記念碑があります。それによると淡

路島北部は平地が少なく農業も零細であったため、規模の

拡大や生産性向上を図るため国営土地改良事業を昭和43年に着工し、

平成元年に完了したようです。総事業費は169億円。常盤ダム、谷山

ダム、揚水機場、加圧機場、送水路（総延長49.4ｋｍ）、畑地灌漑施

設、道路整備などが施工されたことが記されています。 

 常盤ダムの水は、あわじ花さじきの右上に見える直径19メートルの

ファームポンドＦ１へ貯水され、加圧ポンプによって送水路（地下に

埋設）を通り各所に配水されます。(右図） 

 駐車場から標識に従って景

観園芸学校の方に下っていくと、左側に

鍾乳洞の案内板（藪に埋もれているので

注意）があります。左下に樋

ノ池があり、活性炭処理装置

の横下に野島鍾乳洞がありま

す。約2000万年前の牡蠣殻に

よる石灰岩から生じたもの

で、全長120ｍ、県立津名高等

学校地学部の部員たちにより

60ｍ地点までの調査が行われています。     

 景観園芸学校で休憩した後は、前の

広い道を下っていきます。おりざか橋

を渡って区画整備された棚田などを見

ながらさらに下り（約1.5ｋｍの間表

示がないので不安になるかも）下り切ったところにある表示に従い北淡市街の方向へ進みます。福満寺太陽光発電パネルを

通り過ぎ、常盤橋（ブドウ園の表示あり）を渡って少し坂を上ったところにある近畿遊歩道の表示を右に進むと、ブドウ園

や配水路の水栓があります。北淡自然休養村センターの表示に従い歩いていくと、常盤ダムに到着します。今回のウォーキ

ングコースはほとんどが舗装路です。日影が少ないので新緑の頃がおすすめです。ブドウが目当てなら夏になりますね。

ウォーキングにより常盤ダムを起点に拓けゆく北淡路の自然を満喫しましょう。    

                                       （応援隊：米田 静子、竹代 結） 

 南あわじ市の観光名所としても有名な諭鶴羽

ダム。春はダム周回に植えられた約800本ものソ

メイヨシノのトンネルが、秋は紅葉が訪れる人

を迎えてくれます。夏はホタルの名所「ほたる

の里」としても有名です。諭鶴羽古道の登山入

り口もあり、年間を通じてたくさんの人が訪れ

ます。外周約2キロの遊歩道は一方通行で密には

なりません。ウォーキングやジョギング、サイ

クリングコースとしてたくさんの人に利用され

ています。近頃はソロキャンプのテントもよく

見かけます。（火気厳禁）桜並木に加えて数十

個の句碑も。服部嵐雪さんの句や心に残る句を

味わいながらゆっくり散策してみてください。

トイレや駐車場（無料）もあり、おすすめの観

光スポットです。 

 （応援隊：村上紀代美、坂本厚子、川原雅代） 
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ダムカレー作りのコツ 

①ご飯が温かいうちにダム

の形を作る。 

②カレーのトロミはレトル

トパックのルーがちょうど

いい。 

③ルーは一度網で濾す。網

に引っかかった具は放流の

後、お皿に盛りつけてね。

具がない方が、放流がス

ムーズです♪ 

 一体何が変なのでしょうか？ 

ここでクイズです。いったい何が

変なのでしょうか？正しい答えは

次のうちどちらでしょう？ 

①5月なのに菜の花が咲いてい

る。 

②ダムのアーチが逆向きになって

いる。 

＊正解は7ページ＊ 

     応援隊：楠 幸惠 

   擁壁の下の方に穴を

あけ、ソーセージで栓

をします。貯水に見立

てたカレーをゆっくり

注ぎ、ソーセージをは

ずせば、いざ放流！ 

Page 5 応援隊取材記事・淡路島のダム・ダムカレー 

《資料提供》・兵庫県淡路県民局洲本土木事務所・兵庫県淡路県民局洲本土地改良事務所 

・大城池 
所在地：洲本市鮎屋 
竣工：1928年 堤高：30.1m 
貯水容量：946,000㎥ 
25mプールの約2,200杯分 
東京ドームの約１杯分 

・ダムの周辺を歩く 

・ダムを撮影する. 

（季節、時間帯、角度、レンズ等をかえてみる） 

・ダムの仕組みや歴史などを調べる 

・ダムと周辺の景色を楽しむ 

 （雄大な自然と巨大建造物の共演） 

・ダムカードを集める。 

・治水（洪水を防ぐ） 

・利水 

（生活や農業・工業用に貯めておく） 

・流水の正常な機能維持 

・発電（貯めた水で電気を作る） 

・成相ダム 

所在地：南あわじ市八木馬回 

竣工：2002年 堤高：61.0m 

貯水容量：4,050,000㎥ 

25mプールの約8,400杯分 

東京ドームの約３杯分 

・21カ所（内農業用11か所） ・洲本市 7カ所（２） 
・南あわじ市 10か所（５） ・淡路市 ４カ所（４） 

 ダムは川に流れる水を貯めることで、水の量を増やした
り減らしたりする施設。堤高が15ｍ以上のものを「ダム」と
定義し、水位・流量の観測や操作規定を定めることを義務付
けしています。ダムはコンクリート製だけではありません。
土や岩で出来たものもあります。 

①調査・設計をする 

  地盤や地質、どんな生物が住んでいるかなどを調査し、

ダムや周辺施設の図面を作成します。 

②準備を整える 

  今流れている川を一時的に迂回させたり、建設のための資材

を仮置する場所、資材運搬に使う道路などを整備します。 

③掘削作業をする 

  ダムの基盤となる部分にある土砂や弱い岩を取り除きます。 

④ダム本体をつくる 

 コンクリートダムでは、ひび割れなどに注意しながらコン

クリートを打ち重ねていきます。また土や岩で造るダムでは

水が漏れないようにしっかり土を締め固めます。 

⑤完成 

  ダム本体の強度や水が漏れていないかなどの試験を無事

に完了すれば完成です。ダムが完成するまでの年数は大き

さや社会情勢によってまちまちです。南あわじ市の初尾川

ダムは工事着手から完了まで僅か1年でしたが、同じく南あ

わじ市の成相池(今は成相ダムの中に水没。P2に写真)は工

事中に戦争期間を挟んでいたため13年もかかりました。 

                      （応援隊：瀬戸 由美子） 

① 

② 

③ 

④ 
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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３年度「花づくり講習会講師派遣事業」 
  受講希望団体募集  
 

  島内で実施する花づくりの講習会に、講師を派
遣し、材料費等一部を助成します。   
  ■募集期間       ：令和３年４月１日（木） ～ 
                             令和３年６月11日（金） 
    ■実施対象期間：令和３年７月１日（木）～ 
                          令和４年２月28日（月） 
    ■対象団体  ：10人以上の島内のグループ 

  など 
    ■申込方法  ：（一財）淡路島くにうみ協 
           会から申請書を取り寄せ、 
                             お申し込みください 

  ■申込先        ： NPO法人あわじ緑花協会 
                 TEL : 0799-42-5111 
                 FAX : 0799-42-5151 

 ☆第９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「花の札所の見どころ

や魅力」をテーマにした２部門でフォトコンテ
ストを実施しています。 
 ■対象写真：令和２年6月から令和３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）他 
   ■応募締切：令和３年６月10日（木） 

 
 
 
 
 
  5月は消費者月間です   

兵庫県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 FAX 0799-24-6934  
（土日祝日・年末年始は除く） 

 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  

 URL：http://www.kuniumi.or.jp 

 
 

 

日ごろ、淡路地域において活動されている、

音楽サークル、ダンスサークル、スポーツ健康

サークル、パソコンサークル、文化サークル等

のみなさん！ 

こんなことでお困りではありませんか？ 

① 淡路文化会館内の「淡路生活創造情報プラ  

   ザ」が無料で使用できます。 

 ・パフォーマンススペース(128㎡) 

 ・多目的スペース(95㎡) 

 ・スペース101(33㎡)等々 

② 印刷機が5000枚／月までなら無料で使用でき

ます。（※用紙はご持参ください） 

等々、淡路文化会館の「淡路生活創造情報プラ

ザ」を活動拠点として利用できます。ぜひ、み

なさまのグループも、登録しませんか？ 
 

【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  
 TEL：0799-85-1391 FAX：0799-85-0400 

 

○音楽サークルをしているんだけど、自 

宅だと周囲の騒音が気になって活動でき

ない。 

○自宅で個人練習はできても、みんなで 

ダンスを合わせる、広い場所が欲しい。 

○サークルのチラシを作りたいんだど、

プリンターやコピー機だとコストが…。 

○淡路の祭りについて調べたいんだけ

ど、何か参考になる資料がないかなあ。 

淡路生活創造活動グループに登録淡路生活創造活動グループに登録淡路生活創造活動グループに登録      
そんなお悩みまとめて解決します！ 

          私たちができる消費行動 

   新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした、 

 生活用品の買いだめや買い占めが見られました。 

 また、心理的に不安定な状態になっている消費者 

 につけ込む悪質商法等により、間違った消費行動 

 や新たな消費者被害が発生しています。 
  このような状況を踏まえ、「今だけ」「ここだ 
 け」「自分だけ」の行動を控え、自分のことだけ 
 でなく社会全体のことを考えた消費行動が求めら 
 れています。 
 「新しい日常生活」において、より良い消費行 
 動を考え、実行しましょう。 

      消費者月間記念講演会 
日時：令和3年5月20日（木）14：30～16：00   (予定) 
場所：淡路市多賀600 県立淡路文化会館 講堂 
※新型コロナウイルス感染症の状況により中止する
場合があります。 

毎年５月は消費者月間となっています。今年

は、消費者一人一人が社会情勢の変化に適切に対

応するきっかけとなるよう「“消費”で築く新し

い日常」を統一テーマとしています。 
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 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  656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎   0799-52-0260 □Ｆ 0799-52-3072 

 
 

 【 清川あさみプロデュース  

          淡路人形浄瑠璃再生プロジェクト  】 

〇「人形解説」 

  新演目「戎舞＋」(えびすまいプラス) 

      プロデュース   清川 あさみ 

      脚本      いとうせいこう 

 写真に刺繍を施す作品で知られる、アー

ティスト清川あさみさんが国の重要無形

民俗文化財にも指定されている淡路人形

浄瑠璃の新演目をプロデュースします。

500年受け継がれてきた伝統芸能の枠と

清川あさみさんのコラボレーションを是

非、淡路島でご堪能ください。 

※上演内容は変更になる場合がありま

す。ご了承ください。 

［定時公演］ 

□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 

［臨時公演］ 

※30名様以上の場合、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。) 

□時 9:00、 16:00  

□休 【5月の休館日】12日(水)、19日(水)、

26日(水) 

    ◆淡路人形座公演案内  
 
 
 

□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  4月17日(土)～5月30日(日) 

□￥ 大人700円、70歳以上(要証明)350

円、高校生以下無料 

★5月8日から屋外ローズガーデンは別

途料金 

 

 

 

□日  5月8日(土)～5月30日(日) 

□￥ 一般700円、高校生以下無料 

★植物館との共通券あり。 

 
 

■オペラ ■子どもミュージカル ■

体験教室(プリザーブドフラワーアレ

ンジ、アロマセラピー) 

□日  5月3日(月・祝)～5月5日(水・祝) 

□￥ 大人700円、70歳以上(要証明)350

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」 

淡路夢舞台薔薇祭2021 

ゴールデンウィークスペシャルイベント 

奇跡の星の博物館 

屋外ローズガーデンショー 

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 

  

 

 
  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。 

 

淡路花博20周年記念 

花みどりフェア関連イベント 

◆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 火曜日 
 

 

 

 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。 

※初回体験無料/随時募集中！！  

□日5月8日(土) ・5月22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) 

※小学生～ 

 
 

  

 初めての方も大歓迎！柔軟、ツボ押し

などの健康法、すり足などの基本所作、

神楽舞実践稽古、古典的作法の指導、講

話など。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 5月20日(木)17:45～19:45 

□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) 

※幼児～(年齢制限なし) 

※軽い体操のできる服装でお越しください。  

《申し込み・問い合わせ》しづかホール  

☎  0799-62-2001    

Mail：info@shizukahall.com 
HP：http://shizukaha l l .com/  

神楽道ー神楽健康教室ー  

しづか少年少女合唱団 

 ◆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 

 ラナンキュラス、ネモフィラ、リビ

ングストンデージーなど春のフラワー

リレーの見頃にあわせて、週末にフラ

ワーガイドツアーや体験イベントを開

催します。 

□日 3月20日(土・祝)～5月30日(日) 

□会園内 

□￥参加費はイベントにより異なる 

※別途入園料、

駐車料金必要 

 

 

 

 

春のカーニバル 

5ページの「いったい何が変なのでしょう？」

の答えは、『②』でした。 

 上流へアーチ状に張り出した構造を利用し

て、水圧などの外力を両岸で支える仕組みで

す。本来、カレーの圧力を周りの皿に逃して

堰き止める構造となります。 
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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 

                  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。 

編集だより  
 

 「ダムって何のためにあんの？」 

小学校の社会科で学んで以来、ダムについて考える事が

ないまま大人になり何十年の月日が流れ、編集会議でダ

ムの役割を知り、なるほど生活に必要な治水と利水機能

を持つ建設物だと判りました。これから梅雨の季節を迎

えると、水の供給の仕組みにもっと関心を持つ必要もあ

りますね。       （応援隊： 田村ひろ子） 

◆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 

□休  火曜日(祝日の場合は翌水曜日休館) 

 
 

 絵画、写真、書、彫塑・工芸の4部

門の作品を展示します。 

□日 5月3日(月・祝)～5月5日(水・祝) 

 9:00～17:00(初日は13:00から 

 最終日は16:00まで) 

□会 会議室1A   

□￥ 無料 

□問 淡路美術協会事務局 

☎0799-46-0412(北山) 

 

 

 
 

 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13日(木)～5月16日(日) 

 10:00～18:00 

□会 会議室1A-2・3 

□￥ 無料 

□問 写淡四季担当：薬師 鉄也 

☎  0799-86-1566 

 淡路美術協会 会員展  

 

□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 
 
 

 美術展示室と県民ギャラリーで展示し

ています。ご来場をお待ちしています。 

〔いいとこすもと 

  フォトコンテスト応募作品展〕  

□日 5月15日(土)～6月4日(金) 15時 

□会 県民ギャラリー   

〔写淡四季・フォトあわじ合同写真展〕 

□日 5月18日(火)～6月6日(日)15時 

□会 美術展示室 

  ◆淡路文化会館 

今月の美術展示 

 写淡四季･フォトあわじ 

合同写真展 

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

 「窓」をテーマにした平面・立体の

作品展。3月の花みどりフェアで制作

したエコバッグも展示。 

□日 5月15日(土)～5月23日(日) 

  ※20日(木)休館 

□時10:00～17:00(初日は13:00から、最

終日は16:00まで) 

□会 3Fギャラリー □￥ 鑑賞無料 

□問 洲本市民工房 0799-22-3322 

 十の会作品展 

  『サイエンス体験2020』 
淡路文化会館ＨＰで配信中  

 

①淡路文化会館のホームぺージの「サイエ

ンス体験2020」をクリックする。  

 

 

 
 

 

 

②画面の赤い部分をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③画面右表の番号等を選びクリックす

る。 

 

 

 

 

 

 

←〈各ブースの活動の様子〉 

 


