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 淡路島西海岸の尾崎か

ら遠田の方へ車を走らせ

ると、トンガリ屋根のパ

ルシェ香りの館が神戸鳴

門自動車道の下に見えて

きます。パルシェ駐車場

上の大型遊具前に大きな

温室があります。温室の

中には早咲きから遅咲き

までのフクシアが50鉢あ

り、全体では最大100鉢ま

で天井から吊鉢で栽培さ

れています。 

 上品さが魅力的なフク

シアは、下向きに花が咲

くので吊鉢で花を楽しみ

ます。とても過敏な花で

温度は20度になると天窓

を開け、日光にも弱く、

日射しのきつい時は季節

に関係なくカーテンを閉

めるそうです。水やり、

肥料、排水も自動で行っ

ています。 

 早咲きのロイヤルエアフォ―スは12月頃から咲いて、一鉢

で100個位の花をつけるので一番人気だそうです。フクシアの

見頃は4～5月で、6月は少し下降気味です。花の美しさは3日

ぐらいなので、常に目が離せなく咲き終わったのを取り除い

ています。毎年植え替えると美しく咲きます。また、植え替

えをしないと根詰まりを起こすので、一部の土を取って新し

い土を入れてやるのが良いそうです。さらに、ホルモンの関

係で伸びる方に力を使うため、上に伸びやすい枝には竹を

切って重りにして枝を下げてやることも必要です。 

 フクシアにもたくさんの種類があります。プッチホリ―は

重なりが少なくシンプルです。シルキーベルは余り伸びずコ

ンパクトです。そして、ロケットファイアーは10センチ位の

大きな花が咲きます。 

 パルシェの温室で、香りを楽しめるのはジャスミン、見て

楽しめるのはフクシア、年中楽しめるのはストレプトカ―パ

スです。また、ブ―ゲンビレアのハート型で記念写真もステ

キです。皆さまも一度、至福の時を味わいませんか。 

               （応援隊：廣岡 ひろ子） 

Ｐ1 パルシェ香りの館 P2 明石海峡公園 Ｐ3 五色洋ランセンター・井上農園 P4 パナソニック洲本園芸部・花づくりボランティア 

 Ｐ5 rassurants・藤の花めぐりＰ６  淡路文化会館・淡路県民局からのお知らせ・淡路島くにうみ協会からのお知らせＰ7.8 淡路の文化活動・イベント情報  
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 Page ２ 応援隊取材記事・明石海峡公園 

国営明石海峡公園は、「春のカーニバル」の真っ最中

で、体験イベントが目白押しです。5/15(日)までの期間中

の土日祝にはクラフト体験があり、５/３(火祝)には植木

鉢にアクリル絵の具で好きな絵を描く「ペイント体験」が

あります。 

また、3/19(火)～5/8(日)の日祝（5/3は除く）には、

「多肉植物の寄せ植え体験」があります。お好きな器を選

び、その中に土を入れ、それに合った多肉植物も選んで植

えたら出来上がりです。30分～50分位で完成です。5/14

(土)・15(日)には、「チューリップの球根堀り体験」で掘

り取った球根を、お一人20球お持ち帰りできます。その際

の袋は持参してくださいね。ポプラの丘にはヤグルマギク

などのお花が咲き、春のお花畑になります。また、大地の

虹北花壇では、ゴデチア（花びらは、ケシ科の花に似て凄

く薄いです）のお花などが摘み取れる「お花のつみとり体

験」が、5/21(土)・22(日)に開催されます。さらに、5/21

(土)には、「プチアレンジメントづくり」を開催。豆腐の

容器にオアシスをきっちりとはめ込み、つみとり体験で摘

み取ったお花を自分流にいけます。凄く可愛いですよ。淡

路口ゲート近くの移ろいの庭では、開園20周年を記念して

芝生の地上絵「二十歳の誕生日プレゼント」が、少し高い

展望スペースからご覧になれます。今年だけの開催です。

空には鯉のぼりが気持ち良く泳いでいます。 

期間中の日祝には、公園ガイドさんも無料で園内を案内

していますので、利用してはいかがでしょうか。屋外イベ

ントは雨天中止ですので、お天気に気を付けてお出かけ下

さいね。   

               （応援隊：岡まさよ） 
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Page ３ 応援隊取材記事・五色洋ランセンター 

           ・井上農園 

 この施設を管理している小椋良啓さんは、「とにかく、たくさんの人

に来てほしい。お花を見て楽しんでもらえることが一番の喜びです。」

と話してくれました。植物それぞれの特性に合わせた育て方や管理は難

しいのでは？との質問に、「長く植物と接しているとその植物の欲して

いることがわかります」とのこと。お家で育てているランのトラブルも

持参すれば解決法を教えてもらえるそうですよ。７月末頃からはブルー

ベリー摘み取り体験もあります。花と緑あふれる洋ランセンターで癒し

体験してみませんか。                               （応援隊：瀬戸 由美子） 

 洲本市五色町都志にあるウェルネスパーク五

色は、五色町が生んだ偉大な先駆者高田屋嘉兵

衛を顕彰して、永く後世の人々に語り継ぐため

に造られた公園です。 

 その公園の一角に、体験型の温室“五色洋ラ

ンセンター”があります。ランの苗から開花株

まで、一年を通してガラス温室内で多種多彩の

ランを栽培・販売しています。一般的によく知

られている胡蝶ランをはじめカトレアやシンビ

ジウムなど、棚に並んだランの花はとても可憐

で気品を感じます。この洋ランセンターのおす

すめは、もちろん色とりどりのランを楽しむこ

とですが、若い人にも人気の多肉植物やサボテ

ンなどを使った寄せ植え体験です。また、子ど

も連れでも楽しめるように工夫された金魚の水

槽や動物のオブジェなども見逃せません。 

 

 淡路市浦でカーネーション花卉農家をしてい

る井上雅俊さん(46歳)の温室を紹介します。国

道28号線の浦派出所を本福寺の方へ曲がると、

その参道の左右に温室が並んでいます。暖かい

温室の中では、色とりどりのカーネーションが

栽培されています。カーネーションは、二期作

で土壌改良後の６月中旬に苗植えをします。タ

イプとしては、スタンダード型とスプレー型が

あり、井上さんは主にスタンダード型の苗を栽

培しています。苗植えから収穫までの間に、芽

取りの作業があり一株ずつ、全て手作業で丁寧

に芽取りをしていきます。良く成長したカー

ネーションは1m位の背丈に育っているところ

を、出荷する市場の希望で60cm位(生け花用)に

切り揃えて束ねます。この束ねた花を長方形の

箱に積めて出荷になります。 

 井上さんは、祖父の金治さんが花卉農家を始

めて、父親の正幸さん、そして孫の雅俊さんと

三代で70年花卉農家を継承しています。温室は

間口が20m奥行きが50mの1000平方mで、23000株

を栽培中、手入れとお世話で一日が暮れるそう

です。昨年からコロナ禍で、ブライダルが減少

して、生花の売り上げが減少しましたが、島の

産業の花卉を子供や孫の代まで継承してほしい

と願います。    （応援隊：田村ひろ子） 
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Page ４ 応援隊取材記事・パナソニック洲本園芸部 

           ・花づくりボランティア 

私は広田の旧緑庁舎前の花時計、三原川の川沿い、サンプール前の花壇や沿道沿い、陸の港西淡手前にある運送

会社の前の花壇、福良のうずしお観潮船乗り場付近の藤の棚とその前の花壇が、きれいだなぁと思いながら見てい

ます。市役所で頂いた会報によると、公民館のふれあい花壇や、慶野松原、山裾の竹に苦労しながらがんばってい

る花壇もあるそうです。さらにコロナ対策で無観客で実施された近畿高校駅伝コースで選手に応援メッセージのコ

スモスが沿道を彩ったそうです。市内には花づくりの仲間の花壇が、約150ヶ所もあるそうで、車でスーッと走りな

がら見るより車を降りてゆっくり歩いて花の町を見て回ってみたいですね。 

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

 私は時々、洲本川の新加茂橋からパナソニックの東の桑

間橋までの両岸にある遊歩道をジョギングします。この

コースは緑も多く、洲本川の流れや淡路富士の先山を見な

がら気持ちよく走ることができます。それから、いつもき

れいな花を咲かせている、パナソニックの体育館前にある

花壇を見るのも楽しみのひとつです。 

 今回はその花壇のお世話をされているパナソニック洲本

園芸部の取材をさせていただきました。この園芸部は、

1998年から社内の愛好家が集まり部活動が始まりました。

現在の部長は岡本員幸さんで部員は25名で活動されていま

す。今回は、岡本さんと部員の井實さん、榎本さんに話を

伺いました。 

 主な花壇は体育館前ですが、構内のところどころにもあ

り、年に2回程度の植え替えをしているそうで、冬から春

にパンジー、夏にはベゴニアなど、その時に調達できた花

の種類や花の色などのレイアウトを考えながら植えていま

す。夏の水やりなどの苦労はありますが、社員や住民の皆

さんなどたくさんの方に見てもらったり、花を見た人から

「いつもきれいなあ」と、喜んでもらったりすると嬉しい

そうです。 

 「これからも花を見に来てくれる皆さんや体育館の前を

通る人たちに喜んでいただけるように花を植え、手入れを

していこうと思っています」と話されていました。季節ご

とにきれいな花が咲いているパナソニックの体育館前、洲

本川沿いの遊歩道を散歩しながら見に行ってみませんか。  

               （応援隊：田処 壱久） 

南あわじ市では、沿道や

公共施設の入り口や、公園、

駐車場、道に面した庭など、

町中に美しい花が咲き誇り見

る人々を楽しませます。こう

した花々は南あわじ市内のボ

ランティアグループの皆さん

がお世話をしており、常に美

しく保たれています。その年

の花を決めての種や土、肥

料、殺虫剤を準備し、種を蒔

き、水やりや除虫薬を散布し

て苗を育てていきます。その

苗を持ち寄って、道の沿道や

施設、花壇等に植栽、手入れ

をもボランティアが担ってい

ます。 
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Page 5 応援隊取材記事・ r assurants・藤の花めぐり 

 ラシュランは、フランス語で癒やし

（いやし）という意味。駐車場の案内

から鳥のさえずりを聞きながら歩くお

店までの小道は、まるでアニメ・トト

ロの世界です。築100年以上の古民家

を改装してできた、ふくカフェの一角

にあります。アンティークな引き戸を

開けると、辺り一面に花の香りが。白

やグリーンを基調としたお花は、素朴でナチュ

ラルです。スターチスやミモザ、かすみ草、

ユーカリ～。いろんな種類のドライフラワーか

ら香りが漂います。 

 結婚前は和歌山でお花屋さんをしていた樫本

佐知子さん（48才）。結婚して淡路に移住し、

子育てが少しだけ一段落したところで、念願の

花屋さんをオープンして丸一年です。お花が持

つ癒やしの力。自分も何度もお花に癒やされた

ことから、花を飾ることでお家時間に癒やしを

添えたり、癒やしの空間の一部になったらうれ

しいと語ります。実家和歌山の花卉農家直送の

花からできたドライフラワーは、1本からでも購

入可。スワッグ（壁飾り）やウェデイングブー

ケも引き受けます。花束づくりやリースづくり

など、ワークショップも開催中。大人だけでな

く子ども達にも、長持ちのするドライフラワー

に触れて命を大事にする事も体験して欲しいん

だって。今後はボランティア活動にも取り組ん

でいけたら、と語る森の花屋さんです。 

（応援隊：村上紀代美、坂本厚子、川原雅代） 
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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 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

     

          消費者月間記念講演会    
              
日時：令和4年5月24日（火）14：30～16：00 
          （淡路消費者団体連絡協議会総会終了後） 
 

場所：淡路市多賀600 県立淡路文化会館 講堂 
 

※新型コロナウィルス感染症の状況により中止 
する場合があります。 

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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☆令和４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4年4月1日(金)～令和4年6月10日(金) 

■実施対象期間：令和4年7月1日(金)～令和5年2月28日(火) 

■対象団体：10人以上の島内のグループなど 

■申込方法 : 当協会から申請書をお取り寄せいただき下記 

                  へ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） 

■申込先：NPO法人あわじ緑花協会 

 TEL : 0799-42-5111 FAX : 0799-42-5151 
 

☆第10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２部門でフォトコンテストを実施します。 

■対象写真：令和3年6月から令和4年５月の間に島内で 

      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4年６月10日（金） 

                     淡路花祭HP 

 

 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  

      5月は消費者月間です  

毎年５月は消費者月間となっています。今

年は、人や社会、地域などにも配慮した、自

分で考える消費者を目指し、「考えよう！大

人になるとできること、気をつけること～

18歳から大人に～」を統一テーマとしてい

ます。 

 2022年4月1日から成年年齢は18歳になりま

す。大人になると一人でできる契約が増えると同

時に、一度結んだ契約は簡単に取り消すことが出

来ず、責任が生じることも増えます。消費者トラ

ブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、

「自分で考える消費者」になることが重要です。 

 
 

 

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！ 
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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 

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 
 
 

 

 
 

 〔写淡四季写真展  〕 
 1年間撮った作品の中で、一人１点を
展示します。 
□日 5月17日(火)9:00～5月29日(日) 15:00 
□会 美術展示室 

◆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(日)～8日(日) 

「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～ 

②9日(月),10日(火),20日(金)～24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～ 

③13日(金)～17日(火),26日(木)～ 

31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～ 

□￥  大人1,800円  中高生1,300円 

  小学生1,000円  幼児300円 

【 4月1日(金)～5月8日(日)までの 

  期間限定２回公演セット料金！ 】 

□￥  大人3,300円  中高生2,200円 

  小学生1,500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 

【5月の休館日】   11日(水)、12日(木)、 

18日(水)、19日(木)、25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  〕 
 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。□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 
 
 

 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7日(土)、5月14日(土) 

 14:00～15:30 

 ※対象：小学生 

□問 リハーサル室 

□￥ 1,000円（月2回） 

   
 

 

 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26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  

しづか少年少女合唱団  

 

 

 
 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。また、玉青画伯の龍を題材と

した絵も是非ご覧下さい。 

□日 7月3日(日)まで 

□￥ 入館料 

 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  

 
 

 低融点金属を型に流し込んで、古代の

ミニチュア青銅器を作ってみよう！ 

□日 5月5日(木),29日(日),6月25日(土) 

 10時～16時 要予約 

□￥ 銅鐸・貨泉800円／銅剣・銅戈・六鈴

鏡400円 ※別途入館料必要 
 

□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）

□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  

ワークショップ   ミニチュア鋳造体験 

◆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 
 

 

 太鼓の基礎を身に付け、郷土芸能に触れ
ながら、心と体を育むプログラムです。 

どなたでもお気軽にご参加ください！ 

【講師】太鼓唄奏者 七海（なみ）氏 

□会 サンシャインホール   

□日 5月の予定 5月9日(月) 、23日(月)  

   6月の予定   6月13日(月) 、27日(月)  

□時 17:00～18:30   

□￥  1回1,500円 (初回無料) 

※継続参加の場合、バチ代等の実費必要 

「  和  太  鼓  教  室  」  
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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 
 

 花・花・花でいっぱいの淡路島、北の端から南の端まで、今

が一番輝く季節ですね。 

 最近はお食事処も沢山できました。先月が食べ物特集でした

ので、今月は目で見て肌で感じて、美味しい空気を求めて外に

出たいと思います。 

 島内に沢山ある公園・個人のお庭拝見・オープンガーデンも楽

しみですね。お気に入りの花・鳥・蝶を求め、出かけましょう。

コロナ禍で2年前のようにはいきませんが、マスクの着用・手の消

毒をおこたらず、密にならずに‥。一年間で一番良い季節を、

ゆっくりと過ごしましょう。    応援隊：岡 まさよ 

樋口季一郎「国生の塾」開講 

－ イベント情報 －  

  

 

【テーマ】「古事記と旧約聖書」  

【内容】 シンポジウム方式 

□日 令和4年5月15日(日) 

   14:00～16:30  

□会 南あわじ市中央公民館・講義室 

【定員】30名 

□￥ 1,000円(資料・講師謝礼等) 

【主催】国生の塾(樋口季一郎研究会) 

□申 出田勇亀一(いでたゆきいち)  

 0799-55-1111  、  090-1157-2991 

 

 

□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)  

 
 

 淡路島のカーネーションを使った展示と春

を彩る花で飾るお庭をお楽しみください。  

□日 5月1日(日)～5月29日(日)   

□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 

◆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) 
 

  

 
 

  会員の写真展示。指導者野水正朔先生

の写真も展示します。  

□日 5月12日(木) ～5月15日(日)   

   10:00～18:00(最終日15:00まで) 

□会 会議室1A-3  

□￥ 無料 

□問 写淡四季 薬師 鉄也 

☎0799-86-1566 

     写淡四季･フォトあわじ  
      合同写真展  

     

 

                         

2022年5月、昨年大好評を博したオリジ 
ナルショー『Gods Among Us』が淡路島
に帰ってきます！ 
   日本全国から選りすぐりのアーティスト
が淡路島に集結し、古事記を元に、アマ
テラス、スサノオ、ツクヨミ（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。 
□会 青海波(波乗亭)  淡路市野島大川70  
【チケット予約】0799-70-9020 

      予告編        公演詳細 

Awaji Art Circus 2022「Gods 

Among Us～神々は私たちの中に～」 

 ◆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 
 

 堀り取った球根はおひとり20球まで

持ち帰れます。イベント時間、定員など

詳細はホームページをご覧下さい。 

□日 5月14日(土)・15日(日) 

※雨天中止 

□会大地の虹 

□￥無料 ※別途入園料、駐車料金必要 

 摘み取ったお花は、おひとり10本まで

持ち帰れます。イベント時間、定員など詳

細はホームページをご覧下さい。 

□日 5月21日(土)・22日(日) 

※雨天中止 

□会大地の虹北花壇 

□￥無料 ※別途入園料、駐車料金必要 

 

 

 

 

チューリップの球根堀り体験 

お花のつみとり体験 


