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洲本市の洲本市文化体育館など島内でフラダンスの教室を開催する、「ビリーレイプア・クミコ・フラスクール」を紹介し

ます。スクール代表の多田久美子さんは1999年、神戸で洲本行きのバスを待つ時間に入った本屋さんでフラレヤという雑誌で

フラダンスのことを見て感動し、その足で神戸の先生のところを訪ねて行ったそうです。それから神戸に通ってフラダンスを

習い、また何回もハワイへ勉強に行きました。そして2005年に教室を設立され、今年で18年目になります。現在は10才から83

才まで幅広い年代の多くの生徒さんがフラダンスを習っています。 

 フラダンスの魅力は、年代にかかわらず誰でも楽しめることができ、仲間や高齢者を大切にしているところです。フラダン

スを通じて家族的な気持ちを大切にしていて、先生や生徒にかかわらず、お互いが苗字ではなく名前で呼び合うそうです。あ

いさつはすべて「アロハ」で、教室ではとても和気あいあいとしていて笑顔がいっぱいでした。 

「ビリーレイプア」とは、花の首飾りのことでとても神聖なもので、この教室の名前にしたそうです。 

代表の多田さんは、「ハワイの伝統文化を大切にし、定期的に日ごろの練習の成果を発表するイベントや各種ボランティア

にも参加しています。また地域の文化祭などにも出演するなど、淡路島の皆様との交流を深めています。皆様もこの素晴らし

いフラダンスを教室で楽しみませんか」と話されていました。  

                                             （応援隊：田処 壱久、瀬戸 由美子) 

           ※ ビリーレイプア・クミコ・フラスクールへの問合せ:代表 多田久美子さん 090-3088-6073 

発行日 2022年10月1日  特集 ダンス・踊り 

これからのスケジュール 

10月8日  倭文市民の集い 

               （倭文小学校） 

10月23日 AWAHAWA autumn（慶野松原海水浴場） 

11月25日 兵庫県地域文化を考えるシンポジウム  

          （洲本市文化体育館） 

12月18日 淡路島ココだけの文化祭 

                         (しづかホール） 
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 代表は日本有数のコンテストで様々な成績を収めてきたMISATO。洲本市出身。さらに

日本、海外でも活躍中のインストラクターが島外からも様々なジャンルをサポートし、淡

路市、洲本市、南あわじ市で開講中のストリートダンススクールSwing Box(スイングボッ

クス)。 

 スクールが始まったのは今から15年前の2007年。当初は淡路島ではまだストリートダン

ス（路上で踊ることから始まったダンス）が浸透していなくて、ダンサーはおろか、ダン

ス教室さえなかった頃。そして現在では、島内はもちろん神戸や大阪、四国などのイベン

トにも参加し、スクール生も約200人が参加する人気のスクールに成長しました。 

 この日見学したのは、南あわじクラス「HipHop入門クラス」4～6年生。大きな鏡を前に

20名ほどの子ども達が位置につきます。ストレッチ・筋トレから始まり、アイソレーショ

ン（部分ずつを動かす練習）などの基礎トレーニングもすべて軽快な音楽に乗せて。

MISATO先生の手拍子、カウントも音楽の一部となって体育館に響きます。それがなんとも

心地よい。休憩を挟みながら基礎ステップの練習から応用までを次々とレッスン。子ども

達が興味を失うことのないよう、無駄な隙間がありません。そしてレッスンの終

わりの頃には、みんながヒップホップの音楽に乗って踊っていました。まるでジ

グソーパズルのピースが集まって一枚の絵になった様な感覚。レッスンが終わっ

た子ども達に聞いて見ると、「お祭りでステージを見て踊りたいと思った‼」

「MISATO先生みたいになりたい‼」そして、どの子も「ダンスが好き‼」。 

 「ダンスを自由に楽しむ!というのを第1に、狭い淡路島の中、年齢／地域も関

係なくダンスで出会い、ダンスでコミュニケーションをとり、誰で

も気軽にダンスができる空間を常に作り続ける」のが、スクールの

目標だそうです。初心者さんはもちろん、将来ダンサーを目指した

い人も、新しい仲間を作りたいという人も是非という事でした。リ

トルキッズからシニアまで是非‼    

      （応援隊：村上 紀代美、坂本 厚子、川原 雅代） 
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淡路島で阿波踊りナンバー１と私が思うのは、洲本の舞女流華

連です。連長の富本芳榮（よしひで）さんにお話しを伺いまし

た。 

 毎週日曜日の午後に、洲本第二小学校の体育館で練習していま

す。練習は、太鼓・鐘・笛の強烈な二拍子の鳴り物付きです。こ

のお囃子を聞くと、阿波踊りのリズムに心ウキウキ、体が自然と

動き出します。現在連員は約30名、3才から75才まで幅広い年代の

メンバー構成です。 

 顔は見えねど編み笠越しに、主を見そめた盆踊り・・と歌われ

た上品な女踊りや提灯を手にした勇壮な男踊り、奴凧踊り、女子

連凧踊り、淡路人形踊り・・などバラエティ豊かな踊りが特色の

舞女流華連。個々のメンバーの「踊りが好き」という気持ちが伝

わってきました。 

 コロナ禍で踊りを披露する機会が少なくなってきていますが、

淡路の阿波踊りという伝統芸能を次の世代に伝えていってほしい

と願っています。来年の島祭りは、屋外でイキイキと踊る舞女流

華連の勇壮な踊りが見たいですね。 

                (応援隊：田村 ひろ子) 

舞女流華連事務局 洲本市本町2丁目3-13 

       TEL0799-24-2356 
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 ノリノリでかっこよくて、か

わい くて、キ レ ッキ レの

ZUMBAを踊るYuming先生。

いろいろな運動を経験され

たのち、ZUMBAに出会ってイ

ンストラクターになったそう

です。 

 

 アクアビクス(アクアエクササイズ)を楽しんでいる「スポーツし隊」を紹介します。淡路市大谷の津名温水プールで

は、週に4回、1時間のアクアビクスクラスがあります。指導してくださるのは、福井夢人コーチ(27歳)と瀬戸武道コーチ

（29歳）。参加者はスイムキャップをかぶって、プールで担当コーチの点呼を受けます。その後、自分の脈拍を測定し、

軽い準備運動としてストレッチなどをします。軽快なアクアダンス用の4拍子の音楽が流れてきたら、プールサイドのコー

チの動きに合わせて、水中でリズミカルに動きます。ジャンプしたり、水を掻いたり、左右に動いたり、パンチしてキッ

クして・・と様々な動作が入ります。約30分動いたら、給水と休憩、残り20分はダウンとストレッチです。水中運動なの

で、浮力や水の抵抗を楽しみながら、効率のいい運動ができます。津名温水プールのアクアクラスは、水深130センチの

プールに約50センチの補助台を入れているので、小柄な女性でも溺れることなく(笑)、安心して水中運動アクアビクスを

楽しむことができます。                                (応援隊：田村 ひろ子) 

津名温水プール アクアビクスクラス 

月曜日  12：30～ 19：30～ 

水曜日  18：30～ 木曜日 19：30～  

問い合わせ：TEL 0799-64-2269 

とにかく楽しい「ZUMBA」は、南米生まれ。ラテン系の音

楽を中心に、世界中のダンスのいいとこどりをしたダンスエ

クササイズです。軽快なラテンの音楽が流れてくると イン

ストラクターの動きに合わせて、リズムにのって踊ります。

ピシッと踊れなくても大丈夫、右や左はあまり考えず、自分

のペースで楽しみながら踊れます。おまけに全身を使った有

酸素運動になるので、1時間踊りまくった後は汗びっしょ

り。カロリーを大量消費した感覚に大満足。でも、キツさと

かしんどさとかは全くなく、とにかく楽しいのです。 

笑顔がとってもチャーミングなインストラクターのYuming

先生が、身振り手振りでわかりやすく指示してくれるので、

その動きに合わせてノリノリで踊っていると、気持ちもカラ

ダも若返った気分♪。エキサイティングな音楽やゆったりと

した音楽、ストレッチ系の動きもありました。 

 1時間のダンスエクササイズの後は、みんな汗びっしょ

り、なのにとーってもいい笑顔。「ZUMBA」の魅力を聞く

と、「とにかく楽しい。毎回楽しみ」「気分転換、ストレス

発散に最高」「体験で来て、楽しすぎてどはまりして、週２

でやってます」「ライブの後みたいなスカッとした爽快感」

「音楽がいい」などなど。運動嫌いな人でも音楽を楽しみな

がら、年齢幅広くできるダンスエクササイズです。ノリのい

いあなた、ズンバ体験してみませんか？  

                 (応援隊:川原 雅代) 

             応援隊取材記事・ZUMBA 

      ・アクアビクス Page ４ 

第２・第４月曜日 19：30～20：30 

※月曜日が祝日の場合は火曜日 
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 「大町小唄」は、昭和7年に大町尋常小学校に赴任された百井松平先生によって作曲されました。

詩と踊りは地域の人々が創作されたそうです。小唄の歌詞は大町賛歌です。「道の小草に稲穂が実

る。」特に大正8～9年生まれの人は徹底して覚え踊ったそうです。その後終戦などで一時中断した

ようですが、60年前から特に運動会を中心に再び踊られています。 

大町小学校校長の川野りえ先生は、「子供たちを、地域ぐるみや世代間のつながりの中で育てる

意識が強い地域であることが学校として嬉しい。そういった背景があってこそ、大町の子どもたち

が心豊かに育ち、大町小唄が長らく受け継がれてきたのではないでしょうか」と笑顔で話されまし

た。 

私の子育て時代（40年前）も児童数は約100人。「友達100人できるかな」と入学しました。運動

会前は親子で練習したことを思い出します。             （応援隊：米田 静子） 

淡路市立大町小学校は、開校以来統廃合は

なく、近年児童数は100人前後です。毎年運動

会で踊る「大町小唄」は、3世代、4世代にわ

たって受け継がれています。コロナ流行以前

は、老壮会、PTA、児童が揃って踊っていまし

た。運動会だけでなく、毎年8月15日の納涼祭

には、大町地区の老若男女が集い、ハイライト

の盆踊りは「大町小唄」でした。ここ3年はコ

ロナ禍で開催できていないのが残念です。 

 

淡路市の旧北淡町は昭和30年3月22日に旧6町村が合併し

て以来ずっと、「豊かで明るく住みよい近代的な町づく

り」を基調に、町民の皆さんの幸福と繁栄を願って発展を

遂げてきました。 

特に北淡の皆さんは明るく、「おとなりさんもみんなで

一緒に楽しみましょう」を合言葉に、各地域の夏祭り、小

学校の体育大会などに地域の大人も参加して、小学生から

保護者、婦人会、老人会の人たちが心を一つに運動場いっ

ぱいに円を作って、毎年、北の江崎から西の室津まで、

「北淡町小唄」を踊るのが恒例になっていました。 

旧北淡町が誕生して2代目の助役を務められた育波の楫

田春代さんが、ふるさとの発展を願って作詞されました。

「北の江埼灯台から富島の港の大漁船、浅野公園の桜やも

みじ滝、常隆寺からは十国をのぞみ育波のぶどう園から浜

まで聞こえる楽しい歌声、水の豊富な室津の野滝の谷、そ

して最後は淡路乾（いぬい）のむつびの町に、空のしるべ

の航空灯台、恋も千鳥も迷わぬ浜の、朝凪夕焼け北淡町」

と、誰もが一度聞くと忘れられなくなるくらい素晴らしい

表現で、ふるさとを謳歌されています。 

北淡町小唄が聞こえてくると、感激しながら子どもから

大人まで、手拍子とともに足もリズムにのって元気に動き

始め、顔はどの人もニコニコと、もうこれ以上嬉しいこと

はないと言っているようです。これこそ若さを保つ秘訣か

もわかりません。 

このような素晴らしいふるさとの歌を作っていただいた

楫田さんに感謝しながら、皆さんとみんなでふるさとの良

さを再確認していきたく思っています。 

              （応援隊：廣岡 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 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 
 
 
 

 
 

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。 

定員になり次第締め切らせていただきます。 

※ 詳しくは下記までお問い合わせください。 

●参加費・・・無料  

●申込〆切・・各開講日一週間前まで 

●申込は下記まで 
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淡路の文化活動・イベント情報 

  

 申込・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  

 
 

 ☆令和4年度 第3回淡路島くにうみ講座 
  人との絆（たすき）に込めた想い 
                ～淡路島へのメッセージ～ 
■講 師 小林祐梨子氏（元陸上競技選手・スポーツコメン テーター) 
■内 容 アスリートとしての体験談や、スポーツの魅力など 
       についてお話しいただきます。 
■日 時 11月5日（土）14時～15時30分 
■場 所 洲本市文化体育館 文化ホール 
■定 員 300名（無料）※要事前申込。 
 
☆「淡路花祭2022秋」開催中 
 現在、島内各地で花と緑に関するイベントを開催していま 
 す。秋の花々が楽しめる「淡路花祭」へぜひお出かけくだ 
 さい。 
◆第11回高校生花とみどりのガーデン 
 期間 9月17日（土）～1０月30日（日） 
 場所 県立公園あわじ花さじき 
 内容 県内の高校生グループが制作した独創的な庭を展示 
◆淡路花祭2022秋ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 花の札所WEBｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ 
 11月6日(日)まで花の札所でスタンプを集めて応募すると 
 特産品が当たる期間限定スタンプラリーを実施しています。 
 

 
   「淡路花祭2022秋」の                        
   イベント情報詳細はこちら →         
                       

 

日程 テーマ 会場・時間・定員 

10/26 
（水） 

ふろしきを楽しく使うために 
   洲本総合庁舎 
1部13：15～14：35（12名） 
2部15：00～16：20（12名） 

11/17 
（木） 

簡単元気におたすけメ
ニュー 

   南あわじ市役所 
13：30～15：30（2５名） 

12/13 
（火） 

知って安心相続・終活セミ
ナー 

    淡路市役所 
13：30～15：30（40名） 

2/8 
（水） 

スマホやネットに潜む危険     洲本総合庁舎 
9：30～11：30（40名） 

消費者力アップリレーセミナ―  

受講生募集 

 

 

＜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～ 

 

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！ 

淡路生活創造活動グループに登録しませんか淡路生活創造活動グループに登録しませんか淡路生活創造活動グループに登録しませんか 

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。大小１４の部屋があります。   

② 印刷機が5000枚／月までなら無料で使用できま 

   す。（※用紙は持参） 

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 

 淡路文化会館HPもご覧ください 

 https://www.awaji-bunkakaikan.jp/ 
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淡路の文化活動・イベント情報 
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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  
 

□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） 

        を体感しよう！ 

 10月3日(月)～10月31日(月)  

「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 

   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。 
【10月の休館日】  1日(土)、2(日)、 

5日(水)、12日(水)、13日(木)、19日(水)、

22日(土)、23日(日)、26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 

 
 

 毎年恒例のしづかマルシェを今年も
開催！！ 

屋内外合わせて27ブースの出店予定 

音楽祭も同時開催、お気軽にお越しく
ださいませ。 
□日 10月23日(日) 
□時 マルシェ  10:00-16:00  

 音楽祭     13:00-16:00（予定） 

□￥ 入場無料 

 

 

 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 10月15日(土)ほか 14:00～15:30 

□会 しづかホール リハーサル室  

□￥ 1,000円（月2回）  

【対象】小学生 

□問 淡路市立しづかホール 

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

HP：http://shizukahall.com/ 

  しづか少年少女合唱団  

第13回しづかマルシェ＆アイランド音楽祭  

◆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 
 

 

 恒例の寄席で憩いのひと時をお過ごしく

ださい。今回は、女性の落語家が出演しま

すのでお楽しみに！ 

【出演予定】：桂 九雀、笑福亭 たま、

月亭 遊真、露の 紫 

□日 10月23日(日) 14時開演 

□会 淡路市立サンシャインホール   

□￥  チケット 

【前売】一般1,000円、70歳以上等500円 

【当日】一般1,200円、70歳以上等700円 

※チケット販売場所：サンシャイン

ホール・しづかホール 

※チケット販売開始：9月12日（月） 

  第二十八回 「ひがしうら寄席」 
 
 
 
□□□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 

  交通安全ポスター入賞作品展示 

   三美会 日本画 洲本展  

 

 
□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 

 

 

 

 県立淡路文化会館日本画セミナー受

講生の作品を展示いたします 

□日 10月1日(土) ～10月3日(月祝)  

10:00 ～ 17:00   最終日16時まで 

□会 会議室１A 

□￥ 無料 

□問 三美会 担当：山本 

☎090-4498-1141 

 
 
 

 

 フォトクラブ21会員らによる写真展 

□日 10月6日(木) ～ 10月9日(日)  

10:00～17:00   最終日16時まで 

□会 会議室2C-2・3 

□￥ 無料 

□問 フォトクラブ21 担当:寺岡 

☎0799-22-3031 

 

 
 
 日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞し
た初監督作品『雨あがる』以来、人間の美
しい在り方を描いてきた日本映画界の名
匠・小泉堯史作品｢峠 最後のサムライ｣が
文化体育館にやってくる！！ 
□日 10月30日(日) 2回公演 
 10:00、14:00(開場各30分前) 
□会 文化ホール 『しばえもん座』 
□￥ チケット(全席自由)〈前売券〉 
一般 1,000円、こども(中学生以下)500円 
〈当日券〉 
一般 1,500円こども(中学生以下) 1,000円 
□問 問い合わせ･チケット販売共 
洲本市文化体育館TEL:0799-25-3321 
洲本オリオン    TEL:0799-22-0265 

 第24回フォトクラブ21写真展  
        「 光 彩 」  伊弉諾器楽合唱団１０周年記念コンサート 

－ イベント情報 －  
 
 

               

 幅広いジャンルの名曲が楽しめます。 

賛助出演:ヴォーカル・アンサンブル・みつばち 

第一部 思い出のヒット曲・日本米国の歌 

第二部 コーラス・ミュージカル映画から 

□日 10月29日(土) 14:00開演 (13:30開場) 

□会 淡路市地域総合センター 

□￥ 入場無料  小泉堯史 監督作品  
   映画｢峠 最後のサムライ｣  上映会 
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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 
 

 洲本市五色町には、“高田屋嘉兵衛音頭”という踊り

があります。毎年夏に開催される高田屋嘉兵衛まつ

りに集まった小さい子どもから高齢者まで、みんな

が一つの輪になり踊りを楽しんでいます。淡路島に

もたくさんの郷土の踊りが伝承されていますが、踊

りを通して故郷の良さを実感することができます。

リズムや音色と併せて踊り隊の表情も見どころの一

つです。       《応援隊：瀬戸由美子》 

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 
 

 
 

 

 

 〔令和４年度学ぶ高齢者のつどい 

      淡路ブロック大会作品展〕 
 兵庫県学ぶ高齢者のつどい淡路ブロッ

ク大会参加者の作品展です。書の部、日

本画の部、洋画の部、工芸の部（陶芸

等）、写真の部、彫刻の部、手芸の部、

の7部門があり、多彩な作品がそろって

います。  

□日 10月5日(木)～10月12日(水) 

□時 9:00～1７:00 

10月5日13:00～、最終日は12:00まで 

□会 美術展示室・県民ギャラリー 

〔２０２２兵庫県文化賞受賞者小品展 〕 

 兵庫県文化賞受賞者による色紙及び小

作品の展示です。洋画・日本画・書・陶

芸など各分野の受賞者の作品を一堂に展

示しています。 
□日 10月14日(金)～10月17日(月) 

□時 9:00～1７:00 

10月14日13:00～、最終日は15:00まで 

□会 美術展示室 

〔ほっこり、にっこり絵手紙〕 
 絵手紙とは、絵と文字が入っているもの

です。和紙や一閑張にも描きます。自分の

思いを大切に、個性を出すことを心がけて

います。展示を通して、皆様に元気を発信 

◆淡路文化会館 

 したいと考えています。 

□日 10月15日(土)～10月23日(日) 

□時 9:00～1７:00、最終日は16:00まで 

□会 県民ギャラリー 

〔ミニチュアで作る今昔の街並み 〕 
 手作りのミニチュアでかやぶきの里風景

を再現しています。この会場にお越しいた

だき、去りし良き時代を感じ、ほっと一息

していただければ幸いです。 

□日 10月20(木)～10月30日(日) 

□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：明石市立天文科学館  

□日 10月8日(土)   18:00～ (予定)  

□￥ 参加費必要 

※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：奥田とみよ  

□日 10月8(土)  ～10月10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 
 

 

 

◆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 

観月会―十三夜の月を観よう！ 

 

 

 

 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  


