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 夢舞台ウォールアートとは、建築家、安藤忠雄氏設計の

特徴的なコンクリートの壁面に突如現れた3Dトリックアー

トの世界。「どうぞあなただけの1枚を」写真をプリント

しますと3Dの特徴がよくわかります。 

 ホテルの駐車場よりエレベーターで地上２階に降り温室方面に5

メートル進み山側の壁を見ると大きな葉っぱが床に、その上で一枚。

その坂を50メートル歩いた所に、ホースから水が勢いよく出ている写

真が壁に貼られていますので、その前で手にはホース、顔はカメラの

方を向いて「はい、ポーズ」思い出の1枚です。   （応援隊：岡 まさよ） 

10月23日（土）、24日（日）淡路夢舞台・野外劇場で、「夢Kitchen ＆ 

Live Stage」が行われます。 

10月23日（土）は、淡路のダンススクールの子どもたちが、パワーあふれ

るキッズダンスを披露してくれます。10月24日（日）は、元ちとせさん、

KONISHIKI&TAUPOUさん、寺岡呼人さん、河口恭吾さん、TANEBIさんによる

ライブステージ。優しい歌声に癒されてみませんか。さらに、10月23日・

24日ともに、野外劇場の近くには、見た目も楽しい10台のキッチンカーが

集合します。洲本のロシアンキッチンイリーナさんのキッチンカーのほ

か、溶かしたチーズを挟んだラクレットサンドや、クレープのお店など、

様々なお店が来ますので、お腹を空かせてお越し下さい。 
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 このイベントの総合プロデューサーである服部高久氏から以上のように紹介されています。LED照明の幻想的な国

生みの様子を見るのがとても楽しみです。皆さんもぜひご覧になりませんか。 

 和の光表現「燈明 -みあかし-」をデザインする「燈師 -あかりし-」服部高久氏が、日本発祥の地とさ

れる淡路島で、古事記や日本書紀で記されている伊弉諾尊、伊弉冉尊の二柱の神が日本を創生した国生み神話

から紐解いたオリジナルストーリーを、優しく幻想的にうつろう光の花々と「香りの島」淡路島で創られたオリ

ジナルの香り、淡路島の壮大な自然音から創られた音、日本人が古来より見出してきた万物の理を空間に立ち上げ、

神に捧げる舞で表現します。 

 淡路島で生まれた物語、淡路島で生まれた光、淡路島で生まれた香、淡路島で生まれた音、淡路島で生まれた舞 

全て淡路島のもので「Made in AWAJI」をコンセプトに、淡路島でしか出来ない表現にこだわり、全て淡路島で生ま

れた表現のみで織りなす、神秘的で幻想的な「燈明 -みあかし-」の空間を創り出します。 

P a g e  ２  応 援 隊 取 材 記 事 ・ 洲本会場            

写真３枚は、淡路花博20周年記念事業実行委員会の提供です。 

兵庫県のハワイと称される淡路島で、ハワ

イの文化であるアロハスピリットとLOHASの想

いを掛け合わせた”ALOHAS（アロハス）”を

テーマにしたイベントを開催！ 

ステージではハワイアンミュージックの演

奏や、プロのフラダンサーをはじめ様々なフ

ラダンスチームが出演します。出展ブースで

は体に優しい食材を使用したハワイアンフー

ド、アクセサリーや洋服、クラフト作品など

ハワイのマーケットをイメージした素敵なお

店が並びます。 

  （応援隊：田処 壱久、瀬戸 由美子） 
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 南あわじ市のメイン会場、淡路ファームパーク・イングランドの丘エリア

では、秋ならではの展示やイベントが用意されています。 

 昆虫ワールドや秋の山野草展、動物アイドル選抜選挙、“みんなでスカイ

ランタンを飛ばそう”等、盛りだくさんです。会期中ずっとあるのが、ダン

ボールアート展と村雨辰剛氏が今春作成した「国生みの庭」です。 

 淡路島リアル謎解きゲーム「はじまりの島」は、国生み神話をテーマにし

た、淡路島が舞台のリアル謎解きゲームです。ゲーム好きな人が喜びそうで

すね。 

 大人気さつまいもの収穫体験は、9月から10月下旬ごろまで。（状況によっ

て収穫時期に変更あり） 

 10月下旬からは、バラ園や10万本のコスモス畑など、見ごたえのある秋の

花が次々に咲き誇る事でしょう。   

                           （応援隊：坂本厚子、村上紀代美、川原雅代） 

Page 3 応援隊取材記事・南あわじ会場            

村雨 辰剛
むらさめ たつまさ

氏：スウェーデン出身、

メディアでも活躍中の庭師。 
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Page ４ 応援隊取材記事・淡路人形浄瑠璃 

  ・ボランティアおもてなし大作戦           

 淡路島ゆかりのアーティスト清川あさみさん（南あわじ市）カラフルな糸や布、

ビーズを使って写真に刺繍を施し、独自の芸術作品を作り出すアーティストです。    

 春の花みどりフェアでは故郷の伝統芸能、淡路人形浄瑠璃『戎舞＋（プラス）』を

総合プロデュースされました。脚本は脚本家・いとうせいこうさん。できあがった作

品は、単なる人形の衣装を変えただけでなく戎さんが主人公として生き生きと描かれ

た『戎舞＋（プラス）』となりました。 

 今回、春のこの演目がもたらしたものを座員さんにお聞きしました。人形浄瑠璃か

ら受けるイメージは「古い」「分かりにくい」。「若い人には関心が薄く、集客が難

しい」。しかし今回の演目では、清川さんがこだわり抜いた新しい人形衣装や、清川

アート作品を用いた舞台美術、オリジナルアニメーションとのコラボなど、斬新な取

り組みが大変好評だったそうです。コロナ禍とはいえ確実にお客さんも増え、今まで

に見なかった年代の観客が増えたそうな。特に若い女性が！   

 秋の花みどりフェアでは人形浄瑠璃・第二弾「ええとこどり或る夜の段」が上演さ

れます。月夜に照らされた「或る夜」が舞台。美しい月の光の変化と共に一度に三つ

の要素を楽しめるいいとこどりのエンターティメントをどうぞご堪能くだ

さい。三つの要素の一つ目は豪華絢爛な衣装が連なる「衣装山」二つ目

は？三つ目は？芸術の秋、ぜひ直接舞台でお楽しみください！                        

            （応援隊：村上紀代美、坂本厚子、川原雅代） 

 「淡路夢舞台」には、春と秋の観光シーズンに、花や安藤建築の魅力

を案内するボランティアさんが活動しています。“花みどりフェア・

秋”開催時にも『ボランティアグループ・夢舞台 21』の皆さんは、土

日祝日に約 10 名が施設内に待機し、大阪湾の絶景を見渡せる「百段

苑」や光と影、直線と曲線のコントラストが特徴的な安藤建築の魅力 

などを楽しく説明しながら、苑内を効率よく案内してくれます。現在、

個性豊かなボランティアさんたちの「おもてなし大作戦」展開中です！ 

                                      (応援隊：岡 まさよ)  

■ボランティアガイドの申し込み（ガイド料無料）  

≫2021年9月11日㈯～11月7日㈰ 10:00～15:00  

≫苑内ガイドの申し込み TEL 0799-74-1000 ㈱夢舞台・交流事業課  
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Page ５  応援隊取材記事・生しらす生サワラ対決・生田村そば花まつり            

問い合わせ先 

TEL 0799－72－0001 

 2021年9月18日(土)～11月30日（火）までの74日間、花みどりフェアを機会に「淡路島の生しらす」VS「淡路島の生サワ

ラ」が淡路島内13店舗にて開催されます。夢の競演タッグマッチ。目的は淡路島の美味しい魚を味わって楽しんでいただ

くこと。 

 生しらすは、獲れたてのしらすが本来持つ驚きの食味をみんなに知ってもらおうと、地元の漁師、加工業者、そして料

理人が手を組み、新鮮な生しらすを提供することに成功し、全国漁業連合会より兵庫県プライドフィッシュに認定された

日本のオンリーワン商品です。そして、生サワラ。淡路島の漁師たちは、古くから年中獲れる新鮮なサワラを刺身やタタ

キにして食卓を彩ってきました。口の中でとろける柔らかい身のさっぱりした甘さが特徴です。しらすとサワラ、どちら

が美味しいかを選んで、各店の応募箱に投票してくださいね。抽選でペアの宿泊券や淡路島食材が当たるかも～？ぜひ、

あなたの五感で夢の競演タッグマッチのジャッジをしてくださいね。             （応援隊：竹代 結） 

 神戸淡路鳴門自動車道北淡IC出口から山の方へ案内に

従って車で5分、「生田村」に到着です。生田村の近くで

は山の木々、野山の草花、棚田、小鳥のさえずりなど、自

然豊かな爽やかな香りや雰囲気で出迎えてくれます。 

 そばの花の種まき準備に勤しむ、生田地域活性協議会事

務局長の田村伊久男さんに、元気村創造のお話を伺いまし

た。今では「生田村」イコール「そば」と思う方が大半で

すが、十数年前には考えられなかったことでした。最初は

2.5ｈａの耕作放棄田があり、その農地を守ることから始

め、そばの「白い可れんな花」を見ることが目的で、8月

末から9月10日ごろまで種をまきました。9月末に花は咲き

はじめ、10月第1日曜日にそば花まつりを楽しんでいただ

こうとそばをつくりました。本職の麺業さんにお願いし

て、そばにしたところ、とても好評で、その後、淡路市生

田地域（通称「生田村」）の地域経営の店「そばカフェ生

田村」となりました。そばの実の栽培、そば打ち、接客、

イベントまで、できる限り全戸参加を呼びかけて運営して

います。もちろん移住してきた人も月１回以上そばカフェ

で働いています。ここで働きながら知り合いになり、新旧

住民のコミュニケーションが生まれています。そばカフェ

始動から10年。開業当時480人いた人口は今では100人も

減っています。未就学児はたった1人。危機感が身に染

み、この事実を「生田のかわら版」で全戸に知らせ、地域

の未来を語るワークショップを呼びかけ、60人もの老若住

民が意見を発表しました。その時、田村さんは地域の人の

心が一つになりつつあることに心を打たれたそうです。そ

して「生田村人口ビジョン」では現在370人の人口が30年

後330人を割らないことを目指しています。 

自分たちが立ち上がらなけれ村は廃れるのみ、限界集

落ではなく、人口減にあらがう「抵抗集落」でありたい。

本気で活動を続けて30年後の生田村を私は見届けたい。そ

れには「身体が健康である」「心が健康である」「社会に

必要とされていること」田村さんの元気いっぱいの言葉に

圧倒され、私も心から拍手を送りました。田村さんの素晴

らしいお話をお聞きして、8月に種を播かれ10月に満開に

咲き誇るそばの花に想いを馳せ、私にもできることはと考

えながら、足取りも軽やかに帰途に着きました。 

              （応援隊：廣岡 ひろ子） 

生田地域活性協議会（そばカフェ生田村） 淡路市生田畑152 ℡ 0799‐70-1478 
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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   0799-24-6934 

  

 

 
 ☆第９回淡路花祭フォトコンテスト入賞作品展  
 「人と花の関わり」をテーマにした「人・花部門」

と、「花の札所の見どころや魅力」をテーマにした

「花の札所部門」の２部門で募集したフォトコンテス

トの受賞作品を巡回展示します。  

     

        

 
 
 

 

 
 
   
 
     グランプリ（総合） 
   「浮遊人の自慢の庭」(船井 友彦)  

    
       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 

 

 

 

※ 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  

  

Page ６

淡路の文化活動・イベント情報 

消費者力アップリレーセミナ― 

― 受 講 生 募 集 ― 

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 

回 テーマ 会 場 日 程 

1 「食品ロス問題とフードバン

クの取組」 

南あわじ市役

所 

10/12

（火） 

2 「家庭から食品ロスをなくそう」  淡路市役所 11/2

（火） 

3 「知っておきたいキャッシュ

レス決済の基礎知識」  

洲本総合庁舎 12/6

（月） 

4 「スマホやネットに潜む危険」  洲本総合庁舎 2/15

（火） 

展 示 場 所 期  間 

グランドニッコー淡路 

回廊ギャラリー 

令和3年10月1日(金)～ 

10月14日(木) 

洲本市文化体育館 

エントランスホール 

令和3年10月16日(土)～ 

11月7日(日) 

淡路文化会館 令和4年1月25日(火)～ 

2月3日(木) 

淡
路
文
化
会
館
Ｈ
Ｐ
で
配
信
中

淡
路
文
化
会
館
Ｈ
Ｐ
で
配
信
中

淡
路
文
化
会
館
Ｈ
Ｐ
で
配
信
中   

QRコードを読み取って「ココだけの文化祭」を 
お楽しみください。 

※ 国生みの島元気っ子フェスティバルは、中止いたします。 
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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  656-0501 南あわじ市福良甲1528-1地先    

☎   0799-52-0260□Ｆ 0799-52-3072 

Mail ： awajiningyo@gmail.com 

 
 

〇淡路人形座ええとこどり 或る夜の段 

□日 10月1日(金)～10月30日(土) 

10:00,11:10,15:00「戎舞＋(プラス)」 

13:30「淡路人形座ええとこどり 或る夜の段」 

□日 10月31日(日) 

10:00,11:10,13:30,15:00 

        「戎舞＋(プラス)」 

□￥  大人1,800円   中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円 

【10月の休館日】6日(水)、13日(水)、

20(水)、27日(水)、28日(木) 

※上演内容は変更になる場合がありま 

す。ご了承ください。  

 ◆淡路人形座公演案内 

◆洲本市民交流センター  

□所 〒656-0054 洲本市宇原1788-1 

☎  0799-24-4450  □Ｆ 0799-24-4452 

□休 月曜日休館      □時 9:00～21:00 
 
 

 

 会員の１年間の活動の成果を発表し

ます。 

□日 10月1日(金)～10月24日(日) 

 9時～21時  (最終日は16:00迄) 

□会  １階アールギャルリー 

□￥  観覧無料  

□問 洲本市民交流センター 

☎0799-24-4450   

 

   

洲本フォトサークル第54回写真展 

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  

  
 

 
 

□日10月31日(日)  

 15:30 (開場)  16:00(開演)  

□￥ 6,000円(税込)<全席指定> 

※未就学児童入場不可 ※お１人様4

枚までご購入いただけます。 

※チケット販売：淡路市立しづかホー

ル・淡路市立サンシャインホール・チ

ケットぴあ他、詳しくはしづかホール

のホームページをご覧ください。 

 

 
 子どもから大人まで、初心者でも大歓

迎。一緒に楽しくDANCEをしましょう。

※初回体験無料 随時募集中 

□日10月1日(金)、8日(金)、15日(金) 

 キッズ17：00～18：30 

 フリー19：00～20：30 

対象：キッズ：～小学生 

   フリー：中学生～ 

□￥ キッズ：3,150円(月3回) フリー：

3,300円(月3回)or都度払い1,200円□問

□問 淡路市立しづかホール 

☎0799-62-2001 
MAIL:info@shizukahall.com 

JAZZ DANCE教室  

KAORI  K ISHITANI  
KAORI  PARADISE 2021  

 

□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 
 
 
 
 

〔2021兵庫県文化賞受賞者小品展 〕 
 県下５地域を巡回して、兵庫県文化賞受

賞者による色紙及び小作品を展示します。 

□日 10月1日(金)～10月4日(月)  

□会 美術展示室 午前９時～午後５時迄 
       （初日は午後１時から） 
 

〔ひとりじゃないよ 笑顔をはこぶ絵手紙展 〕 

 絵手紙を受け取った人が元気で笑顔になるよう

に、相手に思いを馳せて心を込めて描いています。  
□日 10月16日(土)～10月25日(月) 

□会 美術展示室 午前９時～午後５時  

      （最終日は午後３時迄）   

〔戸塚刺しゅうミニ展  〕 
 １本の針と糸で１針１針真心こめて
絵画のように描いた作品の数々。争い
ごとの多い昨今ですが、作品をご覧い
ただき、心優しくなってくださると、
とてもうれしく思います。  
□日 10月28日(木)～11月9日(火) 

□会 県民ギャラリー 午前９時～午後５時       

◆淡路文化会館 

今月の美術展示 

定 時 公 演  

      
 

 

 

 
 

 今年10月、日本全国から選りすぐりの

ストリートアーティストが淡路島に集

結！「古事記」のAwaji Art Circus バー

ジョン！アマテラス、スサノオ、ツクヨ

ミの三貴神のストーリーを魅せるパ

フォーマンスを披露します。予測不能な

ショーにハラハラドキドキが止まらない！ 

□日 10月16日(土)～10月24日(日) 

 14:00(開演) 

□休 毎週木曜日 

□会 青海波（劇場 波乗亭） 

 淡路市野島大川70 

□￥ 一般 2000円 中学生・高校生 500円 

 小学生以下 無料  

※チケット予約 0799-70-9020 

□問  Awaji Art Circus実行委員会事務局 

 エレナ 株式会社パソナグループ内 

☎080-4414-9489  

 
 

□日 10月22日(金)  10：00～16：00  

□会 淡路農業技術センター(南あわじ市八木) 

講義：「有機農産物の効用」他 

□￥ 受講料1,500円 

□問 小峰 千恵子    ☎0799-20-4916 

－ イベント情報 －  

Awaji Art Circus 2021 
   「Gods Among Us 
    ～神々は私たちの中に～」 

 

□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)  
 

 建築家・安藤忠雄氏が手掛けた高さ

約20ｍの大空間に、圧倒されるほどの

ダイナミックな植物や希少な植物が集

められ、国内外に誇れる世界水準の展

示が生まれました。子どもも大人も夢

中になれる、ここでしか出会えない、

たくさんの発見にあふれた時間が待っ

ています。 

□日 9月18日(土)～  10:00～18:00 

   (最終入館は閉館の30分前迄) 

□￥  大人  750円   高校生以下無料 

  70歳以上(要証明)370円 

※特別展は入館料が変更となります。 

◆兵庫県立淡路夢舞台公苑温室 

あわじグリーン館オープン！ 

淡路有機農業講座  
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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  
 

 2000年のあわじ花博には、まだ小学生だった子供

を連れて遠いにもかかわらず何回も行きました。淡路

夢舞台の百段苑が、いろんなお花がモザイクのように

並んでいて、特に心に残っています。あれから20

年、淡路島はいろんなところが花に彩られ、おしゃれ

になっています。花みどりフェアに出かけて、コロナ

で疲れた心を癒してください。 

            （応援隊： 濱田 泰美）         

◆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) 

 
 

 

 県下で募集した「児童・生徒の交通

安全ポスター」優秀作品の展示 

□日 ９月25日(土)～10月7日(木) 

□会 エントランス  

□￥ 無料 

□問 洲本市役所消防防災課0799-24-7623 

 

 
  

 <日本の秋> 

かやの木山の、赤とんぼ、旅愁他 

<オペラ・オペレッタの名曲> 

オペラ『つばめ』よりドレッタの夢 

オペレッタ『こうもり』よりチャールダッ

シュ 他 

□日10月3日(日) 1３:０0(開場) 14:00(開演) 

□会 文化ホール 『しばえもん座』 

□￥ S席￥6,000、A席￥5,000 

※未就学児童入場不可 

□問 幸田浩子ソプラノリサイタル実行委

員会 

☎090-5658-0934(佐竹) 

 交通安全ポスター入賞作品展示  

秋のカーニバル 

              幸田浩子 

ソプラノリサイタル  in Awajishima 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館  

 

 
□所〒656-0314  南あわじ市松帆西路1137-1    

☎0799-36-2314 □Ｆ0799-36-5408 

□休 月曜休館（月曜日が祝日の場合は翌日） 
 
 

 
 淡路島は、弥生時代の青銅器が多数

出土している地域です。今回は保存処

理を終えた松帆銅鐸２点を加え、はじ

めての里帰りとなる倭文銅鐸などを展

示いたします。 

□日 7月31日(土)～10月3日(日)まで 

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで) 

 
 

 

 兵庫県は全国で一番銅鐸が出土して

いる県です。今回は播磨・但馬・丹波か

ら発見された銅鐸を展示紹介します。 

□日 10月6日(水)～11月28日(日)まで 

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで) 
 

□￥ 大 人500円、高 大 生300円、小中生

150円※小中生は「ココロンカード」又

は「のびのびパスポート」利用可で入

館無料  

□問 詳しくは玉青館まで   

開館３０周年記念 松帆銅鐸特別展 

（前期）「淡路島ゆかりの銅鐸展」  

  

 第9回 淡路花祭フォトコンテスト  
  第9回淡路花祭フォトコンテストの入

賞作品の展示 

□日 10月16日(土)～11月7日(日) 

□会 エントランスホール 

□￥ 無料 

□問 淡路島くにうみ協会 

☎0799-24-2001 

開館３０周年記念 松帆銅鐸特別展（後期）

「弥生のいのり展ー兵庫五国の銅鐸展１」 

◆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 

 

 

 秋花の開花にあわせて、フラワーガイド

ツアーや寄せ植え体験などを開催。 

□日 9月18日(土)～11月3日(水祝） 

□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 

 

 

 公園写生画コンテスト2021優秀作品展 

□日 9月18日(土）～10月17日(日）  

□会 海のテラス休憩所パークギャラリー 

□￥ 観覧無料 

※別途入園料、駐車料金必要 

 

 

 公園写生画コンテスト2021の入賞作品

を展示します。 

□日 10月23日(土）～11月21日(日）  

□会 海のテラス休憩所パークギャラリー 

□￥ 観覧無料 

※別途入園料、駐車料金必要 

公園写生画コンテスト2021優秀作品展 

公園写生画コンテスト2021入賞作品展 


