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－淡路の情報いっぱい！生活創造しんぶん－ 
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 コロナ禍で、いろんな日常が変わってきた今日この頃。ソーシャルディスタンス、三密、などの新しい言葉が生まれ、テイクアウト、無

人販売など身近な生活にも変化が起きています。ポケットあわじ3月号はそんな新しい生活に注目してみました。喝‼コロナ‼ 

      あわじ里山プロジェクト 辻三奈 ☎0799-28-1588 http://awaji-satoyama.com/        

今まで見たこともないユニークで学習ができる自販機を、

洲本市本町のコモード56商店街で見つけました。この自販機

「ゴトカン」は、島内の竹を使ったあわじ島ちく(メンマ)を

はじめ、土壌改良剤として活用できる竹チップや、消臭剤と

して使える竹炭など６種類の缶詰を販売。また、自販機の本

体には「たすけてください！」の大きな文字が記され、製品

の材料となる竹の伐採に目を向けてもらえるよう工夫されて

います。企画したのは、放置竹林問題の解決に取り組む団体

『あわじ里山プロジェクト』。2019年に結成し、洲本市域学

連携事業の龍谷大学と、淡路島産メンマの開発や竹林利活用

の情報発進を展開しています。 

私が購入した缶詰には、あわじ島ちくと鮎

原米がセットされていました。これまで味

わったことのない、シャキシャキっとした食

感とみずみずしいメンマに脱帽です。炊き込みご飯の湯気か

ら、里山の香りとほんのりご当地愛が漂いました。 

この事業の担い手メンバーである辻三奈さんは、「自販機

を通して放置竹林のことを知ってもらい、里山資源の有効活

用と、いつの日か美しい里山がよみがえることを願っていま

す。」と話してくれました。“ゴトカンあわじ島ちく”は、

放置竹林を食べて応援するプロジェクトです。 

             （応援隊：瀬戸 由美子、田処 壱久） 

 

 

http://awaji-satoyama.com/
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 大人も子どもも大好きなガチャガチャ。カプセルト

イとも呼ばれ、高級ホテルの1泊滞在券が当たるガ

チャもあれば、やっぱり100円200円のお手頃ガチャは

変わらぬ人気です。南あわじ市の「陸の港西淡」の売

店には、淡路瓦の「瓦ガチャガチャ」があります。か

わいい瓦製の小物がアタリます。瓦の小物も人気です

が、隣にあるカプセル回収マシーンも人気。不要に

なったカプセルを投入口に入れると、瓦のレールをコ

ロンコロンと滑り落ちて回収されて行きます。手作り

の回収マシーンにカプセルを入れたくて200円投入す

る人もいるとか。もちろん持ち帰り用の小袋も用意さ

れていますよ。お土産にぜひどうぞ。 

   （応援隊：村上紀代美、坂本厚子、川原雅代） 

 

Page ２  応援隊取材記事・ゴトカン・じゃのひれ・瓦ガチャ 

①ご当地愛  

   生産者のこだわり、思いはいっぱい

詰まっているか？現地の材料を使って

いるか？現地で加工されているか？  

②ご当地貢献度 

 地域経済が潤うか？関係者同士が繋

がり、笑顔になるか？その地域の宣伝

になるか？   

③ご当地チャレンジ精神 
 新しい発想の商品であるか？ 新し

い顧客への商品であるか？インバウン

ドを対象に含んだ商品であるか？   

問い合わせ 株式会社 アイナス 洲本市中川原町三木田794-4 TEL 0799（28）1112 

 最近「ご当地缶詰」通称「ゴトカン」の自販機を見たこと

ありませんか？淡路島の食材を使った商品や特産物が缶に詰まります。シリコン

キャップもついてリユース可。食品だけでなく淡路瓦の箸置きや吹き戻し、変わり

種は淡路島のガイドブックまで。自販機には商品の説明が流れるモニターも付き、

24時間利用可能の無人アンテナショップです。コロナ禍での販売促進にもなり、ま

た島の活性化につながればという思いがゴトカンに詰まります。 

 

 じゃのひれアウトドアリゾートにもゴトカンがあると聞いてさっそく取材

に。淡路島の南の端の山と海に囲まれた、宿泊体験や釣り、イルカとのふれあ

いやシーカヤックなどが楽しめるアウトドア施設です。ここには3台のゴトカ

ン自動販売機がありました。竹原物産の淡路島玉ねぎを100％使用したスパイ

シーなインド風カレーやオニオンカレー。浜田屋の淡路島の食材

にこだわった、人気の甘口玉ねぎソースや玉ねぎドレッシング。

ヨカチョロの鯛の缶詰。24時間利用できるお土産コーナーです。

淡路島がお土産となって全国に旅立っていきます。          

淡路島かわらや  

TEL 0799-36-2303 
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Page 3 応援隊取材記事・㈱浜田屋本店・ホテル＆リゾーツ南淡路 

洲本市安乎町平安浦の国道沿いに会社がある（株）浜田屋本

店では、淡路島の新鮮な魚介類や豊富な農産物を使った様々な

加工食品を製造しています。その代表的な商品「淡路島ソー

ス」などを、ご当地缶詰「ゴトカン」に入れて自動販売機で売

られています。 

淡路島で、ゴトカンの自販機第1号が浜田屋本店だそうで

す。この自販機、当初は「淡路ワールドパークONOKORO」に置い

ていましたが、昨年の秋から南あわじ市の「淡路じゃのひれア

ウトドアリゾート」に移動し設置されています。自販機にはい

ずれも浜田屋本店製造の「淡路島ソース・たまねぎスープ」、

「玉ねぎ和風ドレッシング・たまねぎスープ」、「生のり佃

煮」、「鳴門オレンジマーマレード」の4種類があり、それぞれ

の缶にはメモなどを貼るマグネットも入っています。 

株式会社浜田屋本店 洲本市安乎町平安浦1864-8 ℡0799-28-0330 

同社専務の濱田智基さんは、「淡路島ソースは玉ねぎをたっぷりすりおろし、鳴門

オレンジや味噌、醤油、酢、藻塩と淡路島の食材6つをブレンドしたもので、島内スー

パーや当社でも販売していますので、お土産はもちろん、島内の人にもご利用をお願

いします」「淡路島は御食国と呼ばれるように、いろいろな美味しい食べ物がいっぱ

いあります。淡路島の人たちにも、淡路島でつくられたものをもっと食べてほしいで

すね。」と話されていました。 

「淡路島ソース」は、まろやかな甘口で誰にでも口に合いそうな、とても美味しい

ソースだと感じました。               （応援隊：田処 壱久） 

 ホテル＆リゾーツ南

淡路（旧ロイヤルホテ

ル）は、ゴトカン自販

機の宝庫。 

←淡路瓦でできた将棋

の駒セットや、瓦の箸

置き5個セットのゴトカ

ン自販機。 

 可愛い玉ねぎがラッ

ピングされた自販機

は、お土産の定番「玉

ねぎスープセット」と

贅沢な食材「淡路島3

年とらふぐカレー」の

自販機です。→ 

←おいしそうな魚やイルカの

柄の自販機。えっ！？魚一匹

自動販売機で・・?お金投入口

を触ってみると穴がない?そ

う、これはトリックアート。

こちらは、淡路のサクラマス

や鯛を使ったご飯のお供に良

さそうなゴトカンでした。  

 淡路の地酒とあてに良さそう

なイノブタジャーキーの自販機

です。→ 

 どの自販機もラッピングが素

晴らしく、トリックアートで楽

しい写真を撮れば、ゴトカンと

ともに旅の思い出になりそうで

すね。（応援隊：坂本厚子、 

   村上紀代美、川原雅代） 



ポケットあわじvol.236 20２2年３月号 

 

 

  

Page 4 応援隊取材記事 ・道の駅あわじ・自販機色々 

 オートキャンプ場のゴトカンは、

玉ねぎたっぷりカレーのほか、朝

ごはんに使えそうなオニオンスー

プやお味噌汁がありました。 

 世界一の吊り橋「明石海峡大橋」のスケールを感じられる道の

駅あわじには、ゴトカン自販機が3基設置されています。

「ご当地自販機」だけで買うことができる、新しい旅のお

土産です。「道の駅あわじ」では、オリジナル佃煮セット

(島のり・ごまひじき)、ガーリック香るふぐの白子のア

ヒージョ、絡めるだけで本格パスタ「いかリング ペペロ

ンチーノの素」、「いかリング トマトソースパスタの

素」などが購入できます。 

 道の駅あわじに2021年7月から設置されたポ

ケモンピカチュー自販機は、日本全国1位の売

上を誇ります。ポケモンルギアのマンホールとと

もに、道の駅あわじの新たな人気スポットとなっ

ています。海のほとりで新鮮な空気を満喫してみ

ませんか？      （応援隊：竹代 結） 

道の駅あわじ 淡路市岩屋1873-1  

電話 0799-72-0001  
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Page ５ 応援隊取材記事 ・北坂たまご・カップヌードル・たけやん 

  北坂たまごの自動販売機は、お父さんが20数年

前から始められたそうで、今では淡路島内に6ケ所

あります。毎日、朝採りの卵ＬＬ20個入りパック

を販売機に入れています。北淡、津名以外は新型

で、販売機1基で42パック入っています。夏の暑い

時は、室内温度を27℃～28℃位に設定していま

す。販売機の近くには、空パック入れのコンテナ

も用意して回収しています。 

 ニワトリが一生懸命生んだ卵を、一番おいしい

時にお客様に食べていただきたく、毎日朝採り卵

にこだわっています。（お正月など社員全員がお

休みの時は、社長自ら朝採りをするそうです。）

そして、各販売機を回る担当者もお客様とお話を

して、いろいろな意見を聞く機会を一番大切にし

ているそうです。      

           （応援隊：廣岡 ひろ子） 

 北淡インター下車、育波・五斗長線を車で数分上がって行くと、北

坂養鶏場のいくつもの鶏舎が目に入ってきます。高速道路に沿って川

沿いを上がると直売所があり、そこには卵のことは何でもわかるよう

に、資料がたくさん展示されています。北坂養鶏場は50年以上の歴史

の中で、淡路島の恵みを活かし、日本の尊さを守り、ニワトリが卵を

産む命と向き合ってきました。社長の北坂 勝さんは、お父さんから

15年前に引き継いで、地域の人と協力して多方面で活躍されていま

す。 

 そんな忙しい北坂さんですが、地元や島外の人を合わせた30～40人

位で毎日ニワトリと向き合っています。最近は島外からの新入社員が

多くなっているので、早く地元に溶け込むように、元保育所だった集

会所で入社式を行ったり、勉強会も行ったりしているようです。そし

て、ニワトリのお世話だけでなく、田植え頃になると昔ながらの手植

えの田植えを経験したりもしています。 

北淡、東浦、津名、

洲本市宇原、五色鮎原、

南あわじ市神代 

 淡路ハィウェイオアシスで稼働20余年のレトロ機

種。ハイウェイオアシスを運営する、ユーアール

エー「淡路フェリー」の名物商品で、「たけやん」

の愛称で呼ばれています。当時は、持ちやすく手軽

に食べられることから、乗船客の人気商品でした。 

 現在は、ハイウェイオアシスのお土産処の柱を背

に頑張っています。勿論味は昔と変わりありません

が、新商品の玉ねぎ入り竹輪が生まれました。この

商品は冷蔵庫の中で鎮座しています。 

             （応援隊：岡まさよ） 

神戸から高速バスで帰ってきたとき、緑PAのバス停で目に

入るのが、カップヌードルの自販機。少し離れて眺めると、

大鳴門橋のラッピング自販機です。自販機の隣には給湯口が

ありますが、「商品購入後から5分間しかお湯が出ません」

と書かれていました。ぼーっとしていたら食べられなくなり

ますよ。今から30年ほど前にはよく見かけていたカップヌー

ドルの自販機。最近では、ほとんど見かけなくなりました。

緑に囲まれたのんびりした緑PAで、あったかいカップヌード

ルを食べてみませんか？     （応援隊：坂本 厚子） 
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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 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

3月4月は引っ越しの時期です。賃貸住宅の退去時
に、多額の修繕費を請求されたなど、原状回復費用に関
するトラブルに注意しましょう。 

 

⚠退去時の原状回復義務 
 原状回復義務は、通常の使用によって生じた損耗や
経年劣化による損耗など、借主に責任のない損耗につ
いては、借主に原状回復義務はないと定められていま
す。自身の不注意による損耗がない限り、そのまま明
け渡し、自身が損耗させてしまった場合は、補修、汚
れ除去などを原状回復させ明け渡す必要があります。 
 
⚠補修費用は経過年数が考慮される 

 借主に原状回復義務がある場合、補修費用の負担割
合は、原則として経過年数を考慮して算定する。(年数
が多いほど負担する割合が減少する)としています。内
装材、設備ごとに耐用年数を示して、経過年数に応じ
て、借主の負担割合を算定することになります。 
 

⚠敷金返還トラブルの対処法 
 敷金を返還してもらえないなど
で、貸主と話し合いで解決できない
場合、６０万円以下の金額であれば
少額訴訟制度を利用することができ
ます。弁護士などに依頼しなくても
少額で解決できます。また、借主が
生じさせた傷や汚れであることの立
証責任は貸主にあることを知ってお
きましょう。 
 

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 
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「淡路花祭2022春」開催 

 ３月から島内各地で花と緑に関するイベントを

開催します。期間中、春の花々が楽しめる「淡路

花祭」へ是非お出かけください。 

■期間 ３月19日（土）～５月29日（日） 

■場所 島内花の施設（淡路島一円） 

・オープニングイベント 

 日時 ３月１９日（土） 

 場所 淡路ファームパーク イングランドの丘 

 内容 和太鼓「志童」の演奏やバルーンアート 

    ショー、花植え体験等。参加者に花苗プ 

     レゼント。(数に限りあり、要事前申込) 

・淡路花祭202２春デジタルフォトラリー募集 

 島内花の施設で撮影した写真を指定のインスタ 

 グラムに投稿すれば、抽選で特産品プレゼント 

・淡路花祭フォトコンテスト参加者募集中！ 

 四季折々花の写真作品によるコンテストを実施 
 
  各花の施設のイベント情報や 

  募集の詳細はこちらまで →                   

 

                     淡路花祭HP 

 

《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
〒656-1521 淡路市多賀６００

TEL 0799-85-1391 FAX 0799-85-0400
淡路文化会館ホームページもご覧ください

令和４年１月１２日（水）～４月８日（金）

いざなぎ学園の詳しい様子はホームページ内の「学園だより」でご覧いただけます。

申込方法
詳しい申し込み方法は、下記まで問い合わせください。
また、「淡路文化会館」のホームページからも申し込みできます。

募集期間

 申込・問合わせ先：淡路花祭推進協議会事務局  
              （一財）淡路島くにうみ協会 
  電話： 0799-24-2001  FAX：0799-25-2521   
  ホームページ：https://www.kuniumi.or.jp 

      賃貸住宅トラブル （退去編） 
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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 

 

 

 玉青館の天井に開館当時から棲みつ

く龍（雲龍図）のもとに開館30周年を

祝うべく龍の紋様をあしらった古代中

国鏡が集まります。ぜひご覧下さい。  

□日 3月16日(水)～7月3日(日)まで 

□時 9:00～17:00(入館は16:30まで) 

 

□休 月曜休館（月曜日が祝日の場合は翌日）

□￥ 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」利用可で入館無料  

□問 詳しくは玉青館まで  

☎0799-36-2314 

〔 令和３年度淡路日本画セミナー修了作品展  〕 
 淡路文化会館「淡路日本画セミナー」の受
講生が、講座の中で制作した作品を展示しま
す。  
□日 3月11日(金)～3月23日(水)  
□会 美術展示室・県民ギャラリー 
 午前９時～午後５時迄 
□問 淡路文化会館担当 織田  

今月の美術展示 

 
□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 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

◆淡路文化会館 

 
 

□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 

 
 

みんなに福を授けます  戎舞 

我が身を厭わない娘の一途な愛 

       火の見櫓 
①3月1日(火)～3月31日(木) 

「バックステージツアー」 「人形解説」「戎舞」 

□時 10:00～,15:00～ 

「戎舞」「人形解説」「伊達 娘恋緋鹿子  

□時 11:10～,13:30～    火の見櫓の段」 

②3月15日(火)、3月18日(金) 

「人形解説」「傾城阿波の鳴門  順礼歌の段」 

□時 11:10～,13:30～のみ 

③3月19日(土)～3月21日(月) 

「人形解説」「一谷嫩軍記  須磨浦組打の段」                          

□時 11:10～ のみ 

□￥  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。 
 

   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。 

〔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 
【3月の休館日】 

2日(水)、9日(水)、12日(土)、13日(日)、

16日(水)、23日(水)、30日(水) 

 ◆淡路人形座公演案内 

定 時 公 演  

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 

◆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) 
 

 
 出演：洲本吹奏楽団 

    曲目：♪スピリティッド・アウェイ 

   <<千と千尋の神隠し>>より 

         ♪第六の幸福をもたらす宿ほか 

□日 3月20日(日)開場13:30 開演14:30 

                    終演15:58  

□会 文化ホール『しばえもん座』  

□￥ 無料 全席指定 事前申込必要 

□問 洲本吹奏楽団 担当：おきた 

☎090-1583-1746 

 
 

 

 折り紙アートの展示会 

□日 3月25日(金)～26日(土)10:00-17:00 

□会 会議室１A-1.2 （最終日は16:00迄) 

□￥ 無料 

□問 高槻まごころTEL:072-690-6198 

                                 080-2462-6847(芦谷原） 

  洲本吹奏楽団第36回記念 定期演奏会  

   しばえもんと88分の神隠し  

      高槻まごころ  
   折り紙アートコレクション  

〔 令和３年度いざなぎ学園作品展  〕 
 「いざなぎ学園」の学習のまとめとし
て、その成果である絵画、手芸、書、彫
刻、俳句等の作品やサークル活動の様子
を掲示物にて紹介します。   
□日 2月23日(水)～3月9日(水)  
□会 美術展示室・県民ギャラリー 
 午前９時～午後５時迄(最終日は午後３
時まで ) 
□問 淡路文化会館担当 時安 

◆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 

 

 

 サイエンスマジック・ジャグリング・

手品などの要素を融合させた知的体験

型パフォーマンス。親子で楽しみなが

ら、環境問題・防災について学べま

す。 

□日 3月27日(日)14:00開演(13:15開場) 

□￥ (前売)500円(当日)700円 

※全席自由席 

※未就学児童は保護者の膝上のみ観覧 

 無料  
 

 

 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3月24日(木)17:45～19:45 

□問 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。 
□問 淡路市立しづかホール 

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

神楽道 ー神楽健康教室ー  

らんま先生のeco科学実験ショー  

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館  

開館３０周年記念 松帆銅鐸展示室企画展1 

「銅鏡オリンピック」展 

     
 
 
 

 
 

 金・銀をあしらった眩いばかりの古代 

中国鏡が、あたかもメダルのように輝き

を放ちながら我々を魅了し続け、玉青館

にてその美しさを競い合います。ぜひご

覧下さい。 

□日 3月13日(日)まで 

                             

開館３０周年記念 松帆銅鐸展示室企画 2  

    「龍の棲みか展 
  －古代鏡に宿りし龍たち－」 
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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/ 
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インフォメーション 

                  ご  注  意      
 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 
 

 ゴトカン(GOTCAN)が解りましたか？ 

 私はこの２月号の編集会議まで、ゴトカ

ン…は知らない言葉でした。旅行好きです

が、淡路島に住んで淡路島のお土産を購入す

る機会が無い生活なのでしょうがないです

ね。 

 今の生活には非接触型の販売も必要なの

で、グローバルな観点から大賛成なアイテム

になりそうです。《 応援隊 田村ひろ子 》  

◆淡路市立サンシャインホール 
 
□所〒656-2305 淡路市浦148-1 

☎ 0799-74-0250 □F 0799-74-0256 

□時 10:00～18:30 

□休 毎週木曜日及び祝日の翌平日 

 

 
 

 大蔵流、善竹隆司氏による狂言。初

めての方にも分かりやすい解説を行い、

狂言の魅力をお届けします。 

□日 3月13日(日)  開場13:30 開演14:00 

【演目】大蔵流狂言「千鳥」（ちどり） 

    大蔵流狂言「二人袴」(ふたりばかま） 

□￥ 前売り:1500円 障害者手帳保有者   750円  

   当日   :1800円 障害者手帳保有者   900円 

※小学生・中学生は無料（要入場整理券） 

※チケット:サンシャインホール、しづ 

 かホールで販売 

   2月7日(月) よ 

 り好評発売中！ 

 

 
 

 

  

  サンシャインホール狂言の会 

 

 

□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 1月22日(土)～3月31日(木)   

□時 10:00～18:00 

□￥ 〈入館料〉 

 大人  1800円   高校生以下無料 

   70歳以上(要証明)900円 
 

 

  講習会「ラン“その魅力について”」 

   講師：廣瀬健司（兵庫県立フラ 

        ワーセンター職員） 
 

□日 3月12日(土)①11時～ ②14時～ 

   ※予約優先 

□￥ 入館料のみ 
 

   蘭愛好家たちのランコレクション 

□日 2月12日(土)～3月31日(木)   

□￥ 入館料のみ 

◆兵庫県立淡路夢舞台公苑温室 
           あわじグリーン館 

   特別展  
      あわじオーキッドフェスティバル 

 
 

        ◆淡路文化会館 
 

  パッチワーク講座  受講生募集中 

 自主運営講座のため、人数

確保が必須です。 

・入門：20名  ・初級：20名 
 

多数のご参加を、 
   お待ちしています。 

◆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 

 

 
  
  

□日 3月1日(火) 13時～3月29日(火) 21時 

 9:00～21:00 月曜休館 

□￥  鑑賞無料  

□問 洲本市民交流センター 

☎0799-24-4450   

 

 

 

   

 

 

清水流絵手紙 洲本教室作品展 


