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VOL.242 

淡路市江井2857-1 電話 080－5364－0226 

営業時間 火・水・木（11:00～14:30）金（11:30～14:00 18：00～20：00） 

龍魂麺(どらごんめん)に追油戯麺(おゆうぎめん)、超小粋麺(ちょういけめん)になめ茸ＴＫＭ…。まず

はメニューを見てビックリ。そして食べてみて更に驚きです。そんなユニークな創作ラーメンを提供して

いるのは、淡路市江井の街中にある『らぁ～麺や下木家」です。 

私が注文したのは、やはり龍魂麺。麺の上には肉や野菜・のり・卵が乗せられ、それに好みの辛味調味

料数種を入れ、混ぜていただく“まぜそば”です。それぞれの食材が麺と絡まって、旨味や辛味が口の中

に広がります。もう１品注文したのはチャーシュー麺。まず、スープを一口。これが私の今までのラーメ

ンスープの常識を破りました。透き通ったスープの味は、和風だしが利いたやさしい甘さのあるどこか懐

かしい味。厚めにカットされた自家製チャーシューも柔らかくて実に美味しいのです。店主にスープ出汁

の食材を聞いてみました。元うどん屋をしていたこともあり、日高昆布や高知・鹿児島の鰹、小豆島の醤

油、フランス天日海の塩などを使っているとのこと。らぁ～麺や下木家のこだわりは、無添加で天然素

材、天然出汁で身体にやさしい安全性を貫くことだそうです。 

下木有香さんとご主人の幸男さんがこの店を始めたのは約９年前。うどんからラーメンに切り替え、お

二人であちこち食べ歩きをしながら創作ラーメンに取り組んでいます。有香さんは、できれば座敷席を椅

子席にして、高齢者の方にも来ていただきたい。とにかく地元で頑張りたいと話してくれました。ふるま

い好きな有香さんのお人柄も、この店の人気の秘密です。次はどのラーメンを食べようかなと思わせてく

れる応援隊お奨めの『らぁ～麺や下木家」です。            （応援隊；瀬戸 由美子） 
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           Page 2 応援隊取材記事・DANーMEN・ら福 

南あわじ市福良甲1529-3 

TEL 080-8348-8954 

営業日 土・日曜日 

営業時間 11：00～15：00 

 淡路島の漁師町・福良の名産「そうめん」を主役にしたお店が、2019年末にオープンしました。場所は福良の観光のス

タート地点、バスターミナルからすぐ。福良マルシェや淡路人形座のすぐ近くです。お店に入ってまず目に飛び込むの

は、一風変わった円卓。小さな子ども連れに人気の流しそうめんが楽しめる卓です‼ 渦潮みたいにそうめんがくるくる回

ります。応援隊は観光客になったつもりで、「淡路たまねぎにゅうめん」を注文しました。とてもやさしい出汁、細いそ

うめんは喉ごしもよく、おいしくいただきました。人気のメニューは、淡路牛や鯛にゅうめん。冬はふぐ天にゅうめん。

麺は福良の金山製麺の御陵糸。そう、ここは金山製麺の直営店です。観光客に人気のあるそうめん専門店の紹介でした。 

                                             （応援隊：村上 紀代美） 

 淡路の麺と言えば老舗の「淡路麺業」。その直

営店PASTA FRESCA DAN-MENは、2015年のオープ

ン以来、絶品生パスタの評判が口コミで広がり、

平日でも行列ができる大人気店となりました。 

 オーシャンビューが魅力でもあるDAN-MENさ

ん、やはり海鮮系のパスタが人気だとか。メ

ニューは季節ごとに変わるので、今シーズンのパ

スタをいただくのも楽しみです。こちらは、オー

ダーの時に生パスタの種類を選ぶので、パスタ通

の方に喜ばれているそうです。 

 今回応援隊がいただいたのは、「地ダコと由良

産ワカメのトマト七味風味」、「淡路島フレッ

シュトマトのパスタ」、そして東京在住のパスタ

王子が絶賛した「イカスミ」。生パスタがそれぞ

れのソースの個性と絡み合って、驚きと楽しさと

幸せの連続でした。地元の新鮮な食材の旨味と実

力を存分に発揮した神業パスタ。ぷリっぷりの蛸

やイカ、フレッシュトマトの濃い味、おいしかっ

た～！やっぱりここのパスタはリピート必須。そ

して毎回、家でこの味を再現したいと思って、つ

いつい生パスタをテイクアウトしてしまいます。 

 ここだけの話ですが、島民サービスとして、平

日のランチタイムはパスタセットのサラダとスー

プが無料になるんです。ただランチタイムは、予

約ができないので、待ち時間を覚悟してお出かけ

くださいね。ちなみにディナーは、予約できるの

で待ち時間なしです。また、偶数月には7種類の

パスタを楽しめる「パスタ会」があるので、そち

らも要チェックですね。 

                     （応援隊：川原 雅代） 

 TEL 0799-64-0777 定休日:木曜日 ランチ11:00～15：00ディナー 17:00～21：30 
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           Page 3 応援隊取材記事・更科 

明石に住む友人が年に何回か仕事で淡路島へ来ます。その友人は、

淡路島に来たら「更科のカレーうどん」を食べるそうです。その「更

科」は、洲本市市街地から洲本インターへ向かう桑間の伊月病院のす

ぐ先で、とてもわかりやすいところにあります。店主の廣瀬良文さん

は洲本市由良出身で、平成5年（1993年）にこの「更科」を開業し現

在に至っています。 

店内に入ると、テーブル席や座敷など席数も多くあり、すっきりし

ていてとても清潔感があります。さっそく友人に絶品と勧められた

「肉カレーうどん」を注文しました。その「肉カレーうどん」が運ば

れてきてびっくり、直径20cmくらいのどんぶりにいっぱい入っていま

した。そのどんぶりも底の方までたっぷりと入る形をしています。

さっそくカレーをスプーンでいただきましたが、辛口というだけあっ

てカレーの風味と舌に残る辛みがとても美味しいです。カレーのとろ

みも絶妙でうどんによく絡んできます。肉うどんというだけあって肉

の量も多く、食べ応えがありました。またトッピングに、無料のシソ

ウメが置いてありました。 

 メニュー表に書いている「お一人様一杯での注文でお願いします」

のとおりで、完食するとお腹が苦しいくらいパンパンになりました。

またメニュー表の裏側には、「食の安全宣言！」として店主のこだわ

りなどが書かれています。その中でも食材の仕入れ先の店名まで公表

されているのにはびっくりしました。 

今回は「肉カレーうどん」をいただきましたが、各種のうどんやそ

ば、定食などのメニューも豊富です。店主の廣瀬さんは「お昼だけの

営業ですが、手作りの料理をぜひ味わって欲しいですね」と話されて

いました。              （応援隊：田処 壱久） 

洲本市桑間528-6 電話 0799-26-0498  

定休日 水曜日  営業時間 11:00～14:30  
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もちもちうどんと完熟トマトが絶妙にマッチ 
 淡路島西海岸に緑の芝生と弧を描く護岸が

対照的な、夕陽で有名な多賀の浜海水浴場があ

ります。そこから江井地区に入る手前を山側に

700mほど登りきると、生け垣の上に黒字に白文

字の小さなうどんマークの看板が現れます。 

玄関は通り門の通路で、夏には2cmの水を張っ

た水盤で涼しさを演出し、小さな中庭はこだわ

り建築デザインで、非日常性の雰囲気で食を楽

しめます。この店は神戸三宮で営業していまし

たが、5年前から淡路の山側に移転し、「かま釜

うどん」として再度営業されています。 

淡路市柳澤甲354 

TEL 0799-86-0088 

営業時間 11：30～14：00 

不定休 ペット不可 

 中庭のテラス席は気持ちよい空間でさわ

やかな風をうけながら、身も心も落ちつ

き、おいしいうどんでお腹も満足して、明

日に向かって一段と元気が出てくるような

気がします。  

何度も足を運んで、多くの味を楽しみた

いと誰もが思うことでしょう。そして、う

どんのように長生きしたいですね。 

      （応援隊：廣岡 ひろ子） 

国産小麦100％の圧力釜で湯がくモチモチう

どん、そして出汁はあえてイリコを使わずアレ

ンジ系うどんへの広がりを目指している。 

木曜から土曜は単品うどんと天ぷらのセット

でうどんの魅力を堪能できる。トマト摺おろし

うどん、和出汁クリームうどん、鶏つけ汁、ク

ルミつけ汁など季節で変わるうどんと、10年間

試行錯誤してきた天ぷらが自慢です。 

日曜から水曜日は、太麺と細麺が楽しめる

コース仕立てのうどん膳(要2日前予約)です。フ

ワットロ細うどん、スフレ茶碗蒸し、ハス餠田

楽などオリジナル性を求めて少しずつメニュー

進化に努めている。  (店主：行司正芳 談) 

オーナーの赤穂 樹里さん（中央） 

洲本市本町5丁目3-2 

TEL 0799-25-2625 

定休日 木・日曜日 

営業時間 11：30～15：00 

 洲本市のコモード5・6商店街の東側から入って右側2軒目に「こきゅう」があります。オーナーの赤穂樹里さんにお聞き

すると、この店は4年前に元服屋さんだったのを改装して開店し、2年前にリニューアルして現在の「こきゅう」になりま

した。 

 今回は麺料理の取材ということで、お店自慢の「ごま豆乳坦々そうめん」をいただきました。そうめんは、南あわじ市

福良の「平野製麺所」の手延べそうめんを使っているそうです。スープはごまの香りがとてもよく効いていて、中央に肉

味噌が盛られています。それらを混ぜていただきますが、麺は細くても腰が強くしっかりしています。スープは濃厚です

が、豆乳がベースのためかとてもあっさりしています。豆板醤とラー油のピリッとした辛さがとてもよかったです。そう

めんを食べた後のスープにご飯を入れて食べますが、直接農家から仕入れた五分搗きのご飯も美味しかったです。スープ

も残さずいただきました。この「ごま豆乳坦々そうめん」の他に「にゅうめん」や「冷やしそうめん」もあり、ランチ

セットや牛すじカレーなどのメニューも用意されています。 

 オーナーの赤穂さんは、「お昼だけの営業ですが、そうめん料理やその他のランチメニューをゆっくり味わっていただ

きたいと思います」と話されていました。                           （応援隊：田処 壱久） 

 

                      Page 4 応援隊取材記事 ・かま釡うどん・こきゅう 
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                      Page ５  応援隊取材記事・まるみ食堂 

 ランチセットはA、B、Cと3つありますが、応援隊のお薦

めは、前菜のついたBセットとCセット。目の前の丸山漁港

でとれた旬の魚や地元野菜を使った贅沢な前菜の盛り合わ

せ、ぜひ食べてほしいです。 

南あわじ市阿那賀1473-1 

TEL 0799-39-0485 

定休日 火曜日 

営業時間  11：30～21：30 

ランチタイム 11：30～14：00 

 

淡路のナポリと言われる南あわじ市丸山に、イタリア料理店が2021年10月

30日開店しました。オーナーの松谷 匡剛さんは、東京のイタリアンレスト

ランで働いた後、2014年28歳の時イタリアへ単身飛び込み修行に行きまし

た。知り合いのいない、言葉のよくわからない国での修行は、試行錯誤の連

続。でも、現地で知り合った日本人つながりで地元で有名なお店で働くこと

もでき、ナポリで1年、シチリアで半年働くうちに料理の腕はもちろん、イ

タリア語も上達したそうです。 

オーナーの松谷さんは、ずっと故郷の丸山でお店をしたいと思っていたそ

うです。開店にあたり自らのアイデアで実家をリノベーションして、イタリ

アのナポリにありそうな明るいお店ができました。そして、ハラペコ応援隊

の「おススメ麺料理」は、こちらのパスタ。麺は太めでソースと絡まりあっ

ていて、最高に美味しかった～。サルシッチャ エ ブロッコリーは、ソース

の中に刻まれた自家製ソーセージがゴロゴロ入っていてその旨味がじゅ

わーっと口の中に広がります。おいしすぎて、あっという間に完食！食後の

ドルチェとコーヒーをいただくと、お腹も気分も大満足でした。 

また、オーナーのお母さまとお姉さんの気さくで温かい笑顔の接客も魅力

のお店です。今友達に一番紹介したいお店です。 

               （応援隊：坂本厚子、村上紀代美、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 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
－サブスクリプションサービスに関するトラブル－ 
 

 

【トラブル事例】 
・初月無料がいつの間にか有料へ移行してしまっていた 
・解約を忘れ、自動更新されてしまった 
・利用していないのに引き落としがあった 
・月単位で契約したつもりが、年単位での契約だった 
・解約したつもりが解約できていなかった 
・自分の個人情報を忘れ解約手続きができない 
 

 サブスクは無料期間終了後は有料サービスに 
自動更新される場合がほとんどです。 
 契約したことを忘れないように 
し解約内容、解約方法、自身 
の登録情報を保管しておくよう 
にしましょう。 
 困ったなと思ったら、消費生 
活センターへご相談ください。 

 

Page ６

淡路の文化活動・イベント情報 

  

 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     ：https://www.kuniumi.or.jp  

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 FAX0799-24-6934  

 
 

 ☆第10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17点を巡回展示します。  

 

   

      
 
 
          
  
     グランプリ(総合) 
    「Blue Heaven」(山内美代子) 

 

展 示 場 所 期  間 

県立淡路文化会館   9月  1日(木)～  9月29日(木) 

グランドニッコー淡路 10月  1日(土)～10月13日(木) 

美菜恋来屋 11月  3日(木)～11月14日(月) 

洲本市文化体育館 11月25日(金)～12月25日(日) 

 
 

★Tomitaya  Music  Club 

★D-NEXTWAYDANCEグループ 

★うたたね 

★洲本吹奏楽団 

元気っ子 
集まれ！ 

ー 事前Web(HP)受付による800名限定とします ー 

 ★カップケーキ・クッキー・ラスク 
 ★パウンドケーキ・クッキー … 
 ★淡路たまらん焼 
 ★たこ飯・ポン菓子・ケーキ   
 ★フランクフルト・やきとり … 
             などなど６つの販売ブース 

ー 会場内、飲食スペース以外飲食禁止とします ー 

☆竹と遊ぼう  
☆おはしリンピック 
☆スーパーボールすくい 
☆パソコンで作ろう 可愛いカレンダー 
☆楽しい籐小物作り 
☆３D宇宙旅行を楽しもう 
☆かさ袋ロケットを飛ばそう 
                などなど18の体験ブース 

 ー コロナ対策はしっかり行います ー  

 
 
 

 

★放水体験 ★パトカー展示 

  

サブスクリプションサービス（サブスク）とは
定額制サービスのことで「月額〇〇円で使い放
題」のようなサービスの事を言います。動画配
信、音楽、書籍、洋服、飲食など様々な分野に広
がっています。 

サブスクはお得感があり、便利なサービスです
が、思っていたほど使わず、割高となり、解約手
続きに手間がかかる等のトラブルになることもあ
ります。 
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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 
 
 

 

 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！ 

 9月 1日(木)～12日(月)  

  17日(土)～19日(月・祝)  

  23日(金)～25日(日)  

「バックステージ」 「人形解説」・「戎舞」 

□時10:00～、15:00～ 

「人形解説」・「玉藻前曦袂 神泉苑の段」 

□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 
 

9月13日(火)～16日(金)、20日(火) 

 22日(木)、26日(月)～30日(金)  

「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～ 

□￥  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 

【9月の休館日】  2日(金)、３(土)、 

7日(水)、8日(木)、１4日(水)、21日(水)、 

28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 

◆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 

 
 

 

 淡路市内小学生のみんなさんの作品

を展示いたします。 

□日 9月10日(土) ～ 9月1９日(月)  

□時 9:00～17:00 

□￥ 入場無料  

 

 

□日 10月10日(月・祝)   

(開場)13:30（開演)14:00 

□￥ 前売3,500円(税込)当日4,000円(税込) 

※未就学児童入場不可 

【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・洲

本市文化体育館・ローソンチケット 

 詳しくはしづかホールのホームペー

ジをご覧ください。 

□問 淡路市立しづかホール 

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

HP：http://shizukahall.com/ 

 春風亭一之輔  独演会  

しづかホールホワイエ展示会 

～淡路市内小学校児童作品展～   

 
 
 
□□□所所所  〒656-2306 淡路市夢舞台8-10  

☎  ☎  ☎  0799-72-2000 □□□ＦＦＦ 0799-72-2100 

  自然素材を使った工作体験をはじ

め、夏休み宿題おたすけ教室や、カラ

フルなビニール傘を空中に展示する

「れいんぼーあんぶれら」も開催。 

 

◆洲本市文化体育館 

  第淡路文化史料館     
         開館40周年記念特別展 

  淡路島の恐竜時代 
-ヤマトサウルスと後期白亜紀の世界- 

   淡路美術協会  会員展  

 

 
□所 〒656-0021 洲本市塩屋1-1-17     

☎0799-25-332□Ｆ 0799-25-3325 

□休  火曜日(祝日の場合は翌水曜日休館 

 

 
 

 

 

 淡路文化史料館開館40周年を記念し

ての特別記念講演会 

 演題/「最新恐竜研究in2022] 

 講師/小林快次 

□日 9月4日(日)13:３0 ～ 15:30 

□会 文化ホール「しばえもん座」 

□￥ 無料(定員500名) 

8/21申込〆切 

□問 洲本市立淡路文化史料館 

☎0799-24-3331 
 

 

 

 

 淡路美術協会の会員らによる作品展 

□日 9月9日(金)  ～ 11日(日)    9:00  ～ 17:00 

 初日 13:00  ～、最終日 16:00まで 

□会 会議室１A-2・3 

□￥ 無料 

□問 淡路美術協会(北山) 

☎090-2386-4349 
 

 

 

 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23日(金) ～ 10月5日(水)  

□会 エントランス 

□￥ 無料 

□問 洲本市役所消防防災課 

☎0799-24-7623 

 交通安全ポスター入賞作品展示  

樋口季一郎銅像建立記念 

  「樋口紀美子・浦瀬奈那子 
     ピアノジョイントリサイタル」 

－ イベント情報 －  
 
 

  

 

 

 樋口季一郎の銅像建立(伊弉諾神宮境

内)を記念して、開催します。 

□日 9月25日(日) 14:00開演  

□会 南あわじ市湊地区公民館大ホール 

□￥ チケット2,000円(全席自由) 

□申 樋口季一郎研究会 

 出田勇亀一(いでたゆきいち)  

☎ 090-1157-2991 

 
 
 

 詳細とチケット予約は 

      こちらから ➡  

□問 0799-70-9020 

    （劇場 波乗亭）  

和歌の世界が紡ぎ出す御食つ
国、淡路島を日本国内外のアー

ティストがパフォーマンスで表現！ 



ポケットあわじvol.２４２ ２０２２年９月号 
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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「応援隊 麺食らう」はいかがでした

か。近年淡路島内には、いろんな美味しいお店がた

くさん増えてきています。「えっ？こんなお店がこ

こに！」というような経験をした人も多いのではな

いでしょうか。 

 これから食欲の秋、本番を迎えます。家族や友

人、あるいはお一人で、お好みの‘麺食い‘を楽しまれ

ては・・・。         専門員 近藤 秀宜 

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 
 

 
 

 

 

 〔第10回淡路花祭フォトコンテスト〕 
 第10回「淡路花祭」コンテストの入賞

作品の展示です。 

□日 9月1日(木)～9月29日(木) 

□時 9:00～1７:00 

□会 県民ギャラリー 

◆淡路文化会館 〔令和4年度淡路日本画セミナー色紙展〕 
 淡路日本画セミナー受講生の作品展示

です。 

□日 9月9日(金)～9月21日(水) 

□時 9:00～1７:00 

□会 美術展示室 
 

〔神田玲子刺しゅう展〕 
 個人で50年間、一針一針刺してきた刺

しゅうの作品を展示します。 

□日 9月23(金)9:00～9月30(金)15:00 

□時 9:00～1７:00 

□会 美術展示室 

 

 
□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)  

 
 

  淡路島の恵をたっぷり！淡路島産の花と

野菜、果物を使った展示や、ハロウィン

ディスプレイなど、秋の収穫祭をテーマに

展示を実施。また、江戸時代より日本で大

切にされてきた伝統文化「古典菊」の展示

も行い、日本文化の魅力も伝えます。 

□日 9月10日(土)～11月6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 
 

  

講師：奥田とみよ  

□日 9月17日(土)  ～9月19日(月)     

□￥ ●ソープフラワーアレンジ：1500円～ 

    ●プリザーブドフラワーアレンジ:2300円～ 

    ★大人気の即売コーナーもございます★ 

※別途入館料必要 

〈入館料〉大人 750円  高校生以下無料 

              70歳以上(要証明)370円 
 

 

講師：飛澤ゆかり  

□日 9月17日(土)   ～9月19日(月)   

□￥ ●香水：1300円～ 

 ●マスクスプレー：1650円～ 

※別途入館料必要 

〈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 

あわじグリーンフェスティバル2022 

プリザーブドフラワーアレンジ教室 

    アロマセラピー教室 

 

 

 

 弥生時代に銅鐸がつくられだす以前に

古代中国や朝鮮で使われていた青銅楽器

を展示紹介し、銅鐸の起源を探ります。

松帆銅鐸全７点も展示しています。 

□日 9月14日(水)～12月4日(日) 

□￥ 入館料 

 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 

□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 

                             

令和４年度  松帆銅鐸秋季特別展 
「銅鐸への序曲－鈴から鐸へ－」 

◆南あわじ市滝川記念美術館 
玉青館  

◆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 

 

 

 
 

 洲本市美術展の開催をPRするため、ポ

スターデザインコンテスト応募作品を展

示する。 

□日 9月1日(木)～9月29日(木) 

 9:00～21:00 

□会 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   

第75回 洲本市美術展 
ポスターデザインコンテスト応募作品展 


