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 和菓子店のショーケースに並ぶ季節の風物などを写して作られ

た芸術的な和菓子。お祝いの席やお茶席に、また特別なお客様へ

のおもてなしのお菓子として使われます。作る工程でよく練るこ

とから「練りきり」との名前がつけられました。そんな伝統的な

和菓子を、希望のデザインで、注文一個からでも作る店があると

聞きさっそくお店へ。 

 そこは、創業明治20年、今年で135年目となる和

菓子店「栄堂」。南あわじ市市商店街の一角にあり

ます。さぞかし熟練の菓子職人さんかと思いきや、

練りきりを作っているのは、東京の専門学校、大阪

の和菓子店で修行を積み、昨年夏にUターンしたば

かりの坂井春菜さん（23才 5代目）です。春菜さん

は伝統的なモチーフの練りきりだけでなく、お客さ

んの希望を聞きイラストを描いてオリジナルで作製

します。先日は成人式を迎えたお客さんの晴れ着の

柄をイメージして作ったとか。注文があれば一個か

らでも作ります。子どもの頃は他にもやってみたい

職業があり、専門学校に行ってからも、洋菓子か和

菓子かと迷う時もあったそうです。和菓子職人を選

んだのはやはり、生まれた時から和菓子に囲まれて

育ったせいでしょうね。現在店主は母敦子さん、4

代目。近年下火になっている和菓子業界を盛り上げ

ようと、島内の老舗6店の若手が市域を超えて結集

し、グループを作りました。淡路島―和菓衆―。

（WA KA SHU）そんな若手集団にさらに若手が加わ

る日も近そうです。伝統や若いセンスも大事にしな

がら和菓子作りに励みます 。 

  （応援隊：村上紀代美、坂本厚子、川原雅代） 

南あわじ市市福永５５０－13  

TEL0799-42-0032 

営業時間10：00～19：00 

定休日：不定休  
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                 Page ２ 応援隊取材記事・ケーキ① ・ベビーケーキ 

淡路市室津１９３１  TEL090-4568-2389（井壷 一敏） 

開店日 月、金、土（第２、３、４）曜日、祝日                                  

時間１３：００～１６：００ 

※ キッズメニュー（中学生未満のお客様限定）いちご・マンゴ・ブルーハワイ 

 ～昔、親に１００円もらって落とさないように固く握ってお菓子やアイスを買いに行った思い出を、大人になっても忘れないために考えたそうです。～ 

淡路市室津港の向かい、室津八幡神社手

前の道を右折し200ｍ位行くと「せんべい製

造 漁商店」の名前が入ったタイルの壁が

目に入ります。その下にかけられたオレン

ジ色のテントの横に並んで、白色とこげ茶

色のストライプのテントには「Meiseido 

Baby Castella Factory」と書かれています。 

お店の前に立つと、焼き菓子の甘い香り

が漂ってきます。最初は、ご両親が製造し

ている元祖野球カステラを引き継ぐ想いが

あったのですが、お客様から「ベビーケー

キちょうだい♪」と言われたひとことが

きっかけに、進化した「Awajishima Baby 

Cake」で皆さまに「しあわせ気分」を味

わっていただきたく、家族全員で力を合わ

せてスタートしました。 

 作業するのはご主人（一敏さん）、接客

は奥様（直美さん）と娘さん（次女の笑里

さん）。名前のごとく笑顔が

大変素晴らしいです。 

建物の東側の壁全体に、父

（盛造）の大きな森の木

（盛）のそばの象（造）と、

母（はつ子）のみつばちハッチが描かれて

います。絵の発想は長女の愛理さんで、デ

ザインは笑里さんと絵の上手なお友だちが

考えて描いたそうです。何度見ても自然と

顔がほころんできます。もうすぐ室津の名

所になるかも！ （応援隊：廣岡 ひろ子） 

 

 昨年の9月21日に、広田堂丸団地に可愛いケーキ屋

さんがオープンしました。お店の名前は「愛結（あい

むすび）」。笑顔が眩しい23歳の若きパティシェ、岩

本愛生さんが一人で営んでいます。淡路高校で調理士

の勉強をして、高知県にある専門学校の製菓学科を卒

業後、高知や淡路のケーキ屋さんで勤めていました。

ですが、自分の作ったお菓子を自分でお客さんに会っ

て顔を見ておしゃべりしながら売りたい、自分1人の

ペースでやっていけるお店を作りたいという思いが強

く、家族の後押しもあり、自宅の庭に作業場兼お店を

オープン。SNSに作ったケーキをアップしたところ、

注文がくるようになり、開店当初は堂丸団地に車の行

列が出来たそうです。 
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 愛結さんのオーナーパティシエ 岩本さんは、子ど

もの時からお菓子作りが大好きで、学生時代は、ハロ

ウィンやクリスマス、バレンタインといった季節のイ

ベントの時には、たくさんのお菓子を作って学校へ

持っていき、友達や先生に食べてもらっていたそうです。 

 ケーキを作ることも接客も好きと話してくれた岩本さん。「コタ

ツの上にみかんがあるように、２つ目に手を延ばせるような、誰が

食べても美味しく、気軽に食べやすいケーキを作っていきた

い」とはじけるような笑顔で話されていました。地元で夢をか

なえた「愛結」のケーキでおうちカフェ、いかが

ですか。 

 （応援隊：坂本厚子、村上紀代美、川原雅代） 
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 岩屋で130年続く和菓子屋のかじた屋さん。お盆には

朝の5時から行列ができるという地域の名店。店を切り

盛りするのは、和菓子の新しい境地を切り開く5代目の

若店主梶田貴一さんと、毎日餡を練り上げる役割だけ

は譲らないベテランの4代目の梶田儀一さんのお二人で

す。平成31年にリニューアルオープン。伝統を守りな

がらも新しさに挑戦し続ける、新旧合わさった新作和

菓子が大好評。 

 最近ファンを増やしているのは、凄くもちもちとし

た食感の新作“生どら焼き”。カステラ風の皮には、

淡路島の形の印。あんこと皮が絶妙なハーモニーで口

の中で歌い合います。定番で人気の黒豆大福は、一口

食べると、こし餡と黒豆が口の中で歓喜の大合唱。そ

して、栗が丸ごとひとつ入っている栗饅頭。栗が躍り

だすような美味しさにびっくり。春は、いちご大福・

キウイ大福・桜餅・柏餅・みたらしだんご・わらび

餅・・季節ごとに次々商品が変わるので、お店を訪れ

るのが楽しみです。季節の彩りを楽しませてくれる、

かじた屋さんの和菓子。みなさまも一度ご賞味

下さい。  （応援隊：岡まさよ、竹代 結） 

愛結 南あわじ市広田中筋399-39 TEL080-5763-4159 

定休日：火・金、その他不定休 営業時間：12時から17時 

売り切れ次第CLOSE  

応援隊取材記事・ケーキ②・黒豆大福 

岩屋ポートターミナル、  

ジェノバライン乗り場から西へ徒歩5分 
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                 Page ４ 応援隊取材記事・シフォンケーキ・アミアミスイーツ① 

お店は洲本市物部の青雲中学校前交差点の角にあ

り、とてもわかりやすいところです。このお店は17年前

の2005年にオープンしました。それから昨年の4月、同

じ敷地内の新店舗に移りました。入口の扉はミントブ

ルーで、店内は白を基調としていてとても広くてゆっく

り買い物ができそうです。オーナーの二女の三智子さん

がとても明るく迎えてくださいました。 

 オーナーの岸本光代さんには3人の娘さんがいて、若

い時からケーキ作りが大好きで、その娘さんたちに自作

のケーキを食べさせていました。そんな時に、所有する

店舗が空いたので、思い切ってシフォンケーキの店を開

店されたそうです。 

 岸本さんは、「地味なケーキですが、小さな子どもさ

んから年配の方まで気軽に食べていただきたいケーキ

で、甘さ控えめの“しっとりふわふわ”のシフォンケー

キをお楽しみください。」また、「淡路島産の米粉、

卵、牛乳など新鮮な食材を中心にして毎日ひとつひとつ

手作りで焼き上げています。」と話されていました。 

 ケーキの種類も多く、ゆず、チョコレート、バナナ、

焼き芋、抹茶、いちごなど35種類以上あり、特におすす

めは人気No1の「プレミアムプレーン」だそうです。私

も「しっとりふわふわ」なのを何種類かいただきました

が、中でも「ゆず」と「抹茶」がお気に入りでした。 

              （応援隊：田処 壱久） 

洲本市物部3丁目10-8 ☎0799-23-0886 【営業時間】10：00～16：00【定休日】日、月曜日 

 洲本文化体育館前のアルチザンスクエア1Fのランチ&カフェ  

AMIAMIのスイーツを紹介します。管理者の倉本幸枝さんにお話を

聞きました。 

 アミアミさんのプリンは、地元産の牛乳と卵を使ったオリジナ

ルプリンです。容器が可愛らしく、手土産としても喜ばれていま

す。 

 また、パウンドケーキは、しっとりと優しい甘さで、ミックス

ナッツ・チョコレートマーブル・ラムレーズン・プレーンの４種
洲本市塩屋1-1-17アルチザンスクエア１階  

☎0799-23-2005【定休日】日、祝祭日、年末年始 

      【営業時間】12：00～16：00 
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                 Page ５ 応援隊取材記事・ショコラトル・アミアミスイーツ② 

淡路富士と呼ばれる霊峰先山の麓に、ショコラトル

のお店“ル・ピエ”が2021年10月にオープンしまし

た。店主の島岡麗さんご家族が淡路島に移住したのは

４年前。山好きが高じて、この場所にお店を構えたと

いいます。建物もロゴマークも山の形。店内で販売し

ている可愛い木のおもちゃや、大きな一面窓ガラスか

ら見る景色も必見です。  

“ル・ピエ”のショコラトルは、口の中でとろける

ように、ギリギリの固さに焼き上げた濃厚なチョコ

レートケーキ。淡路産の卵や、希少なペルー産のアマ

ゾンカカオなど、材料にもこだわっています。ショー

ケースに並ぶのは、おしゃれな丸い缶に入ったアマン

ドショコラと、長方形にかたどられた2種類のショコラ

トルと生チーズケーキ。こちらのケーキは、見た目は

パウンドケーキのようですが、小麦粉を使っていない

ので全く別の食感です。冷やしたり温めたりと、食べ

方によっておいしさが変わるのも魅力の一つ。常温に

戻すとカカオの香りが広がり、しっとりと柔らかい

ショコラトルが味わえます。男性にも好評で、プレゼ

ントや手土産にもお勧めです。１本を少しずつカット

して、味や香りをじっくり楽しむ贅沢な大人のスイー

ツです。ぜひ、おうちカフェは、“ル・ピエ”のショ

コラトルで。ちなみに、ワインなどのお酒のお供とし

てもｇoodですよ～。  

     

   （応援隊：瀬戸由美子、田処壱久）  

 

【営業時間】 

 月、火、金、土曜日 

 （11:00～15:00） 

【定休日】 

 日、水、木曜日 

洲本市下内膳2011-1 ☎080-1420-1285  

 一番人気は、「フロランタン」です。サクサク食感のサブレ生地の上に、キャ

ラメルを絡めたアーモンドをたっぷりとのせて焼き上げたお菓子です。 

 また、シフォンケーキは、無花果、プレーン、バナナ、紅茶、抹茶小豆、レモ

ン、ココアチョコと種類が豊富にあります。 

 2年前より、ふるさと納税返礼品も出しています。年末には注文が多くなるとの

ことです。店舗販売だけではなく、移動販売も行われております。 

 また、障がい者福祉施設の役割を担っており、障がいを持つ人が、焼き菓子や

弁当作りなどの作業を通して訓練するとともに、社会性や人との

協調性、コミュニケーションについて学んでいます。現在28名の

障がいを持つ方がお仕事をしています。さまざまな活動を通し

て、接客の手順を覚えるなどの成長や、働くことへの自信をもつ

様子が伺えるそうです。ここでの売り上げが、働く方々の工賃と

なっています。 

                 （応援隊：田村 ひろ子） 
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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月は賃貸契約が増加する時期です。賃
貸住宅を契約するときは、トラブルを防ぐために、
注意が必要です。  

 

⚠自分の目で物件の確認をするようにしましょう 
 最近は、スマホやパソコンで簡単に賃貸住宅を探せ
るようになり、現地で直接物件を見なくても図面、写
真、動画などネットで情報が提供されています。申込
みから契約までネットでできるものもあり便利です
が、危険も伴います。まずは自分の目で確認するよう
にしましょう。 
  
⚠重要事項説明書の内容を確認する  
 賃貸契約時、不動産業者は借主に対して（重要事項
説明書）を交付し、説明しなければならない義務があ
ります。 
①設備等の建物に関すること 
②契約解除や敷金などの取引に関すること が必要最
低事項となっています。不明な点がある場合は不動産
業者に確認しておくことが大切です。 
 

⚠契約書の内容確認、納得してから契約する 
 入居中の修繕や退去時の原状回復
などは、借主に不利な条件を特約と
している場合があり、トラブルが生
じる可能性が高いため慎重に判断す
ることが大切です。契約書の内容を
十分に確認し、理解、納得してから
契約するようにしましょう。 
 

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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☆花による街道づくり活動への助成 
 

  島内の国道・県道沿いの10㎡以上の花壇（休耕田も 

 含む）を継続して維持管理できる個人や団体に対して、 

 花苗などの植栽費や維持管理、花壇整備費を助成します。 
 

 ■募集期間 令和4年3月1日～令和5年2月20日 

 ■募集方法 当協会から申請書をお取り寄せいただきお 

       申し込みください（申請書は当協会ホー 

       ムページよりダウンロード可） 
 

☆「あわじ花へんろ 花の札所スタンプラリー」開催 

   (開催期間：2022.3.1～2023.2.28) 
 

  当協会では花の島・淡路島を満喫して 

 いただくため、「あわじ花へんろ」スタ 

 ンプラリーを実施しています。 

  島内の花の札所74施設を巡りスタンプ 

 を集めると、2023花の札所カレンダー 

 や高級淡路牛など淡路島の特産品が抽選 

 で当たります。 

  まずは右記ＱＲコードからダウンロード！  

  詳しくは当協会へお問合せください。 

 

 申込・問い合わせ先：（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   ：https：//www.kuniumi.or.jp  

《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

      賃貸住宅トラブル （契約・入居編 ） 

＜あなたも淡路生活創造応援隊に   

     参加してみませんか？＞ 
 

 ◎主な活動内容：月刊情報誌生活創造しんぶん   

『ポケットあわじ』に関する取材・寄稿・配布等です。 

 ◎主な活動日：毎月最終木曜日の編集会議 

 （楽しい賑やかな情報交換の場となっています。） 

 ◎会議の場所：淡路文化会館(淡路市多賀600) 

 ◎募集条件：淡路島内にお住いの方で、生活創造 

 活動に理解のある方ならどなたでもＯＫ 

 

 【問い合わせ先】 
 淡路文化会館  
TEL：0799-85-1391 
FAX：0799-85-0400 
 
 淡路について詳しくなりますよ～ 

あわじ花へんろ 
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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 

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 
 
 

 

 
 

 〔野々 花作品展  〕 
 自然の花を多くの人に知っていただきたく、
山野草の写真を展示します。 
□日 4月11日(月)～4月24日(日)  
□会 美術展示室 
 
 〔晃代作品展  〕 
 曼荼羅アートという円や幾何学模様を円状に
繰り返して描き作り上げた作品を中心に、龍や
鳳凰など縁起の良い神獣を描いた作品を展示し
ます。   
□日4月12日(火)～4月27日(水)  
□会県民ギャラリー 

◆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 

 
 

 

半日で淡路人形をまるごと（バック

ステージ・神事・人形浄瑠璃）体感

しよう！ 

①1日(金)～5日(火),14日(木)～19日(火) 

「バックステージ」 「人形解説」「戎舞」 

□時 10:00～,15:00～ 

「人形解説」「日高川入相花王 渡し場の段」   

□時 11:10～,13:30～ 

②7日(木)～12日(火),22日(金)～26日(火) 

「バックステージ」 「人形解説」「戎舞」 

□時 10:00～,15:00～ 

「人形解説」「傾城阿波の鳴門  順礼歌の段」 

□時 11:10～,13:30～ 

③28日(木)～29日(金) 

「戎舞＋」「バックステージ」  

□時 10:00～,11:10～,15:00～ 

「淡路人形座ええとこどり 或る夜の段 」  

□時 13:30～ 

④30日(土) 

「戎舞＋」「バックステージ」 

□時 10:00～,11:00～ 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 

※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 
 

【4月の休館日】 

6日(水)、13日(月)、20日(水)、21日(木)、

27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 
〔 畠田哲郎作品展  〕 
 色鉛筆画、ペン画の作品展です。身
近な野鳥の愛らしい様子、細やかな表
現、そしてボールペンによる「グロー
ブ」の質感の表現等を少しでも多くの
方々にご覧いただけたら嬉しく思います。   
□日 4月28日(木)～5月13日(金)  
□会 美術展示室 
 
 〔 井村澄展 船舶模型展  〕 
 双胴船や３胴船等、また異形船舶を
製作しました。ご覧になると、従来船
とはまた違う感覚で船舶を見ることが
できます。観ていただく方に感動と癒
しと元気を与えられるように展示しま
す。    
□日 4月29日(金)～5月12日
(木)  
□会 県民ギャラリー 
  

◆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 

 

 

 子供から大人まで、初心者でも大歓

迎。一緒に楽しくDANCEしましょう。 

□日 4月15日(金)、22日(金)、29日(金) 

 キッズ(～小学生)17:00～18:30 

 フリー(中学生～)19:00～20:30 

□￥ キッズ3,150円（月3回） 

 フリー3,300円（月3回）or 

        都度払い1回1,200円 

※初回体験無料 随時募集中  
 

 

 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4月28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 

HP：http://shizukahall.com/ 

神楽道 ー神楽健康教室ー  

JAZZ DANCE教室  

 

 

 
 

 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 

    

                          

開館３０周年記念 松帆銅鐸展示室企画展  

    「龍の棲みか展 
  －古代鏡に宿りし龍たち－」 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館  
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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 

                  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 
 

 今月の特集は、「スイーツ」についてでし

た。島内のお菓子業界も日々進化しています。

本誌情報をご参考に、おうちカフェでほっこりし

ていただけたらありがたいですね。 

 淡路花祭 2022春オープニングが3/19より始

まっています。国営明石海峡公園では2/19から

桜まつりが行われ、大漁桜・寒桜・川津桜が

次々と咲き揃い、本当に桜まつりです。島内ど

こに出かけられても花・花・花で花の島です。 

 但しマスクと人混みには十分注意して下さい 

ね。      《 応援隊 編集室 》 

 

 

□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9日(土)～4月30日(土)   

□時 10:00～18:00 

□￥ 〈入館料〉 

 大人  750円   高校生以下無料 

   70歳以上(要証明)370円 

◆兵庫県立淡路夢舞台公苑温室 
           あわじグリーン館 

   スプリング花フェスティバル 
           ～春の花の饗宴～ 

 
 

        ◆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 

 

 
 

  淡路セントポーリア友の会のミニ作

品展です。 

□日 4月17日(日)10:00～4月24日(日)16:00  

□会 ロビー 

□￥  鑑覧無料  

□問 洲本市民交流センター 

☎0799-24-4450   

 

 

 

   

 

セントポーリアミニ展 

◆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) 
 

  

 
 

  ハイライトコンサートでは、“ええとこ”ば

かりを集めた 楽しくオリジナルな演出でお贈

りします。 初めて観る方も、大好きな方も是

非、ご覧ください。 

*新型コロナウイルスの感染状況によっては開

催中止もあります。 

□日 4月17日(日)  開場 14:30 開演 15:00 

   ※約100分/休憩あり 

□会 文化ホール『しばえもん座』  

□￥ 前売券 500円  3/7販売開始  全席指定 

※未就学児童入場不可 

□問 問い合わせ･チケット販売 共 

    洲本市文化体育館 

☎0799-25-3321 

      オペラ「ラ・ボエーム」  
 ええとこどり！ハイライトコンサート 


