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 淡路島を南北に繋ぐ国道28号線沿い、南あわじ市養宜
よ う ぎ

上

交差点から約300メートル南に、ログハウス風の建物「産地

直売かかし」があります。シンボルは田んぼの中に立ってい

るあの案山子（かかし）。駐車場に立つ案山子に案内されて

店に入ると、玉ねぎ、お米、なると金時（さつまいも）、そ

うめん、柿やみかん、とれたての野菜など、たくさんの品物

が並びます。お客さんから元気をもらっていると言うのは地

元農家さんの、藤江唯覗（ただし）・嘉子（よしこ）さんご

夫婦。 

「淡路島のおいしい特産品をたくさんの人に食べてもらいた

い」と、平成15年にオープンしました。当初は淡路島玉ねぎ

だけを扱っていたのですが、島内外の優しいお客さんの要望

に応えてお米や野菜、淡路島の土産物も扱うようになりまし

た。人気の商品は「淡路島玉ねぎ」「米」そして「樒（しき

み・しきび）・榊（さかき）」（神仏事に使用）。米は地元

養宜上の一部地域で穫れたコシヒカリ、ここでしか買えない

お米。この地域は山地であるため粘土質の土ときれいな水が

たまる池があり、粘りのあるおいしいお米ができるそうで

す。お米をお土産に、プレゼント用に、また、自宅用にと一

年分まとめて買うお客さんもいるとか。（取材に訪れたこの

日も、もう何年も前から新米の時期に、一年分のお米をまと

めて購入している洲本からのお客さんに出会いました）。山

から採って来た樒・榊は強く長持ちがして人気です。淡路島

のお線香もあります。淡路島に観光に来て、帰りは必ずここ

に寄るというお客さんのために、海苔やわかめなどのお土産

物も。閉店時間中のための無人販売コーナーも。この日は玉

ねぎやさつまいも、そして料金を入れる金庫がありました。 

 自らも農業をしている藤江さんは、肥料にもこだわり一つ

一つ大切に育て、野菜で季節を感じて欲しいと、笑顔で語り

ます。      

           （応援隊：村上紀代美、坂本厚子、川原雅代） 
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           Page 2 応援隊取材記事・ふるさと農産物直売所 

 五色産の新鮮な農産物を消費者に届けたい～という思

いでスタートした、“ふるさと農産物直売所”。定年退

職者など、15名程の会員で発足したのは2006年4月のこ

と。それが今では約170人の登録があり、常時約50人が

出品しているといいます。五色産の品物の種類は豊富

で、季節の野菜や果物をはじめ、鮎原米や海産物、手作

りジャムにはちみつ、豆腐、味噌、鶏肉、和菓子など所

狭しと並んでいます。また、地元産以外にも、丹波篠山

の黒豆や淡路島内の自家製キムチや巻きずし、佃煮、酢

等がここで手に入るのも魅力の一つです。 

特に、12月はお正月用品や樒（しきみ・しきび）な

ども揃い大賑わい。消費者にとっては、地元の安心安全

な採れたて農産物が安価で購入できるとあって、毎回

オープン時間前には行列ができています。高齢化問題と

向き合いながら、消費者の方に喜んでもらえることを励

みに直売所を運営している生産者の皆さん。五色ブラン

ド農産物直売所は、生産活動や食材の知識を得ることが

できる、地域の活性化や地域住民の交流の場にもなる貴

重な場所です。      （応援隊：瀬戸 由美子） 

【場所】洲本市下五色町鮎原宇谷3581【代表】蛇持 嘉男【開催日時】毎週土曜日・日曜日 9:00～15:00 
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           Page 3 応援隊取材記事・フローラルアイランド 

 東浦バスターミナルの隣、道の

駅東浦ターミナルパークに、(株)

フローラルアイランドがありま

す。地元の人達はフローラルと呼

ん で い ま す。設 立 は2000年3月9

日、現在の場所より少し海側で、

「ガラスの温室の再利用の建物

で、夏は暑く冬は寒かったです」

と、現在もお勤めの渡辺さんが

おっしゃっていました。私達も

「今日も寒いなあ」と言いなが

ら、レジ前で並んで順番を待って

いたことを思い出しました。現在

は、建物も広くてきれいになり、

勿論商品の並べ方も、店内に入っ

てすぐに商品が見つけられるよう

工夫されています。 

淡路市浦６４２－１  

TEL 0799-75-2387 営業時間 9：00～18：00 

 無休（年末年始のみ休業） 

 フローラルが一番込み合う時期は、お彼岸やお盆の

前後で、仏事花を求めてお客さんがずらーーと並ばれ

ていて、すぐに売り切れ状態です。それとフローラル

さんの利点は委託販売者が開店前に品物を持参して、

閉店時間前に品物を引き取りに来る為、野菜類等はい

つも新鮮な物が揃っています。消費者にとっては安心

して購入でき、信用面でも高い評価を受けています。

海産物は冷蔵庫に入れられており、お魚も調理され

パックに入っていて、購入後直ぐに火を通すと「おか

ず」になるので、主婦の大きな味方です。 

 そして、淡路市の和菓子、おうどん屋の巻きずし、

出来立てパン、その場ですぐ食べたくなるびわソフト

クリーム、地ビール、淡路サイダー、手づくり加工グ

ルーブのジャム類、ひまわり、ぽれぽれ、あいあい、

竹の子などの社会福祉作業所の焼菓子類、珍しい物で

は黒、白、黄色のメダカが水槽の中をスイスイと泳い

でいます。取材に伺った10月初旬は、植え時のチュー

リップの球根が、赤、白、黄、紫、ピンクと色々置い

てありました。花卉栽培が盛んな東浦ですから、カー

ネーション、バラなど季節の切り花も特価で並びま

す。もちろん玉ねぎも箱入りで売っていました。その

玉ねぎを使って、5倍カレーにして売り出している土産

品も!  

 一度ドライブがてら旧東浦町にも顔を出して、皆様

の舌で味わってみて下さい。8人の従業員の人達が温か

く迎えてくれますよ。 

                 （応援隊：岡まさよ、竹代 結） 
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                      Page 4 応援隊取材記事・御食菜采館 

 

 

 

 

【場所】洲本市本町2丁目3-19【電話】0799-23-1129【営業時間】9:00～18:00【定休日】水曜日と年末年始（12月31日から1月3日） 

 2018年（平成30年）4月にオープンした「御食菜采館」は、洲本市役所の東側（海側）にあり、JA淡路日の出の直

営ショップです。オープン当初から人気が高く、買い物客がたくさん訪れています。 

 そんなに大きな店ではないのですが、店内は地元で採れた新鮮な野菜や果物などのほか、地元のお米やお酒、お

肉、手作りジャムなどの加工品、お弁当、パンなど豊富な品揃えです。それらが広い通路の両側に見やすく綺麗に

並べられていて、とても買い物がしやすくなっています。それぞれの商品には生産者の氏名が書かれていて、その

価格も生産者自身が決めているので、お買い得品もたくさんあります。価格は税込みで10円や100円単位で書かれて

いるので、買う側にとってわかりやすいし求めやすいですね。 

 職員の太田さんは、「淡路島で生産された新鮮な野菜などを取り揃えています。地元に密着した店舗ですので、

たくさんのお客様にご利用いただきたいと思っています」と話されていました。わが家も、野菜などはとても新鮮

でお買い得品も多く、肉の特売品などもあってよく利用させてもらっています。それと、レジの担当者の対応がと

ても温かくていいなあって思います。 

 淡路島の新鮮な野菜や果物など、豊富な品揃えと直売なのでリーズナブルな価格の、「御食菜采館」へぜひ訪れ

てみませんか。                                 （応援隊：田処 壱久） 
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                      Page ５ 応援隊取材記事・藤本水産㈱・幡多の青空市 

 

今流行りの、淡路島西海岸を郡家から岩屋方面へ向かうと、育波の海側に黄色と緑色の藤本水産(株)の販売所が

見えます。店内の陳列棚には、主な商品として、しらす釜揚げ、ちりめんじゃこ、イカナゴくぎ煮、ちりめん佃

煮、茎わかめ佃煮等の水産加工品が並んでいます。 

ここは、代表取締役の藤本充茂さん(二代目)が亡父の事業を引き継ぎ、海産物の製造直売をしている事業所で

す。この気さくな藤本さんに、水産物の加工について伺いました。もちろん海産物の仕入れも藤本さんが直接漁業

組合の競りに出向いています。藤本さんと弟さんと娘婿さん(三代目)の三人が競りで入札して、仕入れた海産物を

工場で食品に加工して販売する形態です。この販売所の奥が加工工場です。昨今の地球温暖化の影響で海産物の水

揚げが減少気味ですが、藤本さんの力で競り、入札しています。しらすの釜揚げについては、昔は海水に塩を入れ

て焚いていたと話されていました。塩加減(塩分を決める)と乾燥具合が決め手だそうです。今はネット販売も盛ん

で、注文に応じて全国に発送しています。              （応援隊：田村 ひろ子、米田 静子） 

藤本水産株式会社 淡路市育波387  

TEL 0799-84-1126（受付時間 8：00～17：00） 

定休日 水曜・日曜 

幡多の青空市は、南あわじ市榎列幡多地区の農家

さんで運営される青空市です。最初は日曜日だけ営

業していましたが、好評につき毎日朝9時から開店す

るようになり、とても便利になりました。朝市に品

物を収める会員数は約50名で、その内地元農家の会

員は約30人です。会員の中でお店当番が出来る人

は、手数料を売り上げの10％、出来ない人は15％お

店に払うそうです。お米は一年中人気があり、地元

の人が作った季節の野菜、お味噌や奈良漬け、梅干

し、パン等の加工品、お花や野菜の苗なども安く手

に入れられると、とても評判です。以前私が欲しい

ものを探していた時、朝市にまだ出ていなかったけ

ど、納品に来ていた農家の方が、「家にあるから

持ってきてあげる」と言ってもらい、助かった事が

ありました。気軽に相談が出来、親切に対応してく

れる朝市でした。これからは冬野菜がどんどん出て

きます。一度気軽に立ち寄ってみて下さい。 

 （応援隊：坂本厚子、村上紀代美、川原雅代） 

はたのあおぞらいち 南あわじ市榎列上幡多1911 9：00～18：00 12月31日～1月3日は休み 
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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 

 

「パソコンがウィルスに感染している」などの、偽の 

警告画面を表示して電話をかけさせ、ソフト購入や有 

料のサポート契約に誘導させる手口が多く見られます。 

これは広告として表示させるしくみで、偽の警告画

面を表示させていると考えられ、誰でも遭遇する可能

性があります。 
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淡路の文化活動・イベント情報 

 

 

 

＜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～ 

淡
路
文
化
会
館
か
ら
の
お
知
ら
せ 

突然現れる偽の警告音に注意！ 

【事例】パソコンを閲覧中、突然警告音とメッ
セージが流れ「ウィルスに感染しています」と
表示された。表示されていた番号に連絡すると
遠隔操作され、費用として5万円の請求を受け
クレジットカードを入力してしまった。 

【対処法】偽の警告画面が出ても対応しないよ
うにしましょう。表示された番号に絶対に連絡
してはいけません。 
 偽の警告画面を閉じる、だけで問題は解消さ
れます。画面が消えない場合は強制終了、再起
動で対応するようにしましょう。 
 困った時は、最寄りの消費生活センターへご
相談ください。 

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 
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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 
 
 

                                                    

 福を授けます 戎舞  引き裂

かれる親子の情愛 阿波十  

 12月1日(木)～23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。 

〔定時公演〕 

□時 10:00、11:10、13:30、15:00 

※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。) 

〔臨時公演〕 

□時9:00、 16:00 

【12月の休館日】  7日(水)、9日(金)、 

10日(土)、14日(水)、20日(火)、21日

(水)、22日(木)、25日(日)～31日(土) 

※11日(日)、24日(土)は貸館公演のため

終日休演   

 ◆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 

 

 

 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・講和など。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 12月8日(木) 17:45～19:45 

□会 しづかホール リハーサル室  

□￥ 1,500円（月1回）(初回体験500円 )  

【対象】幼児～（年齢制限なし） 

【服装】軽い体操のできる服装でお越し下さい。 
 
 
 

 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 12月3日(土)・10日(土) 

 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/ 

  神楽道―神楽健康教室―  

 
 
 
□□□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20回記念 戸塚刺しゅう展 

 書友展  第40回 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) 

 
 

 淡路島支部発足40年、感謝を込めて独

自の繊細なステッチで描いた作品の数々

をご覧下さいませ。 

□日 11月30日(水)～12月3日(土) 

9:00-17:00(最終日16:00迄) 

□会 会議室1A 

□￥ 無料 

□問 (一社)戸塚刺しゅう協会 

☎0799-52-0322 

 

 

 学生と一般作品の書道の展示会 

（表彰式11日14:00～） 

□日 12月10日(土) ～11日(日)  

10:00-18:00(最終日16時迄)  

□会 会議室1A 

□￥ 無料 

□問 淡路書道連盟事務局 
 
 

 
 

Conductor／伊波 秀進 

スペシャルゲスト／海老沢一博(Dr) 

ゲスト／伊波 淑(Latin Percussion) 

司会：藤岡まゆみ 

※蒼開美術展 同時開催 

□日 12月24日(土)開場 13:30 

        開演 14:00 

□会 文化ホール『しばえもん座』  

□￥ 無料 

※整理券不要   

□問 蒼開中学校･高等学校 

☎ 0799-22-2551 

 
 
 

 34rd Xmas Fun Fun Concert 

  しづか少年少女合唱団  

◆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 
 

 
 

【作品展】12月2日（金）  9：00～ 

     12月4日（日）16：00 

【体験教室】籐手芸を楽しむ会 

     「葉型のお皿」定員:10名 

□￥ 200円(材料費) 

 

 

 淡路支部会員の撮影した写真を展示

しています。 
□日 12月7日(水)～25日(日) 
 9:00～21:00(最終日は16時まで) 

□￥  観覧無料  

□問 洲本市民交流センター 

☎0799-24-4450  

  URL http://www.sumoto-ccc.info/ 

市民交流センター文化祭 

全日本写真連盟淡路支部作品展 
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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 
 

 淡路島は周りを海に囲まれて、船で本州、四国の方へ渡って

いました。今では本州からは明石海峡大橋、四国へは大鳴門橋

を渡ると、本州、四国とつながります。 

 気候も温暖で住みやすく、季節に応じての海の幸、山の幸に

恵まれ、最近では他府県から多くの人が来島され、産直のお店

がとても多くなりました。淡路島周辺の獲りたての海の幸(魚、

海草等)、山の幸(野菜、果物、花等)が種類も豊富に揃えて並ん

でいます。この自然豊かな淡路島を大切にして、世界中の人に

足を運んでいただきたいと願っています。 

                  《応援隊 廣岡ひろ子》 

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 
 

 
 

 
 

 〔津名フォトクラブ展〕 
 津名フォトクラブ会員の作品発表で

す。今回のテーマは「階段」です。    

□日 11月26(土)～12月9日(金)16:00 

□時 9:00～1７:00 

□会 美術展示室 
 

〔美サロン展 〕 
 自ら製作に取り組んでいる、美術展示ボ

ランティアメンバーによる作品展です。洋

画、日本画、手芸などを展示することで、 

美術展示ボランティアのことを広く知って

いただく機会にもなれば良いと思っていま

す。   

□日 12月2日(金)～12月14日(水)1６:00 

□時 9:00～1７:00  

□会 県民ギャラリー 
 

〔第27回スケッチ淡路100景展 〕 
 水彩画を中心とした風景画を展示します。身

近な淡路の景観を描くことを通じて、淡路島の

美しさを再発見するとともに、描くことの楽し

さを多くの方に伝えたいと思います。 

□日 12月11日(日)10:00～12月27日(火)16:00 

□時 9:00～1７:00 

□会 美術展示室 

◆淡路文化会館 

〔「家族の日」写真コンクール 〕 
 同居家族だけでなく、家族と感じるよ

うな動物や物、地域の人との写真といっ

た、多様な家族写真をコンクールにて募

集し、その上位作品を展示します。 

□日 12月17(土)～令和5年1月6日(金)12:00 

□時 9:00～1７:00 

□会 県民ギャラリー 

 

 
□所 〒656-2306 淡路市夢舞台4    

☎  0799-74-1200□Ｆ  0799-74-1201 

□￥ 入館料 一般1,000円、70歳以上500円、

高校生以下無料 

 ※70歳以上は、生年月日記載の証明提示 

 
 

   
 

□日 11月19日(土)～2023年1月15日(日)   

□時 10:00～18:00 ★12月2日(金)～年12

月25日(日)は、21:00まで。 (最終受付は

閉館の１時間前)   

□￥ 入館料 

       
 

  

①12/3…Hui o Nāmakaokaiona& 

                Kolonahe 'Ukulele 

②12/4…1）11時 Hula'o holoholo honua  

      A Le̒ale̒a Manawa 

     2）13時＆15時～  

      ミューズフラオハナ 

③12/10…11時＆13時  

                  Awaji ALOHA Studio 

④12/11…1）13時30分ビリーレイプア・ 

      クミコ・フラスクール 

       2）14時30分 ULULehua 

□￥ 入館料 

 

 
□日 12月24日(土)、12月25日(日) 

※各日11時～、14時～ 

※各回10名〈予約優先〉 

□￥ 参加費1,500円 

※別途入館料必要 

 

◆兵庫県立淡路夢舞台公苑温室 
           あわじグリーン館 

イルミネーションイベント 
   ★光と花のウィンターガーデン 

 フラ・トロピカルinあわじグリーン館 

 

 

 

 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  

   コケ玉のお正月飾り教室 


