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2022

抽選で
合計600名様
 〔参加費無料〕

定員

募集締切

9/10（土）必着
2022年

安藤忠雄さん

講師

荒島智子さん

作画指導

ゼルニク早織さん

日時

淡路夢舞台
受付／野外劇場

会場

10/2（日）
10：30～15：00

2022年

※荒天中止

「こころづくり絵画コンクール in 淡路夢舞台」 
実行委員会事務局：株式会社夢舞台
TEL.0799-74-1000  FAX.0799-74-1001

緑の森と青い海､青い空に囲まれた環境創造ミュージアム､淡路夢舞台。　
この美しい自然環境のもと､ご家族やお友達と一緒に絵を描くことで、
コミュニケーションの大切さを感じ､絆を深めるお手伝いができたら…。

さまざまな人々と交流・体験することで子ども達の豊かな感性をより一層高めることができたら…。　
そんな願いのこもった｢こころづくり絵画コンクール in 淡路夢舞台｣を

建築家の安藤 忠雄さんを講師にお迎えし､開催いたします。 皆様のご応募を心よりお待ちしております。

◎主　催 ： 「こころづくり絵画コンクール in 淡路夢舞台」 実行委員会　　 

◎協　賛 ： 大塚製薬株式会社　株式会社ミキハウス 

兵庫県／兵庫県教育委員会／神戸市教育委員会／公益財団法人兵庫県国際交流協会／一般社団法人兵庫県私学総連合会／
一般社団法人兵庫県私立幼稚園協会／一般財団法人淡路島くにうみ協会／兵庫県外国人学校協議会／神戸新聞社／株式会社夢舞台

新型コロナウィルス感染症予防対策

マスクの
着用

検温の
実施 手指の消毒

ソーシャル
ディスタンス

※体調がすぐれない方
や発熱などの症状があ
る方はお休みしてくだ
さい。

にご協力を
お願い致します。



淡路夢舞台は環境創造ミュージアム & 交流のステージ
「淡路夢舞台」は関西国際空港などを築くために土砂を採った跡地でした。  削られた森をもとの緑に戻すため、苗木を植え、人の手で復活させることを目的
とした環境創造型ミュージアムです。 またここにはさまざまな人々が交流できる場所がたくさんあります。 木、花、海、空に囲まれた場所で、光、風、水、植物、
動物などとふれあいながら自由に交流できる場所…それが淡路夢舞台です。

※少なくとも1名様以上は20歳以上の方が
　ご同伴ください。
※お申し込み多数の場合は抽選とさせていた
　だきます。

プログラム

日時／2022年11月6日（日）
場所／淡路夢舞台内

日時／2022年10月18日（火）～11月13日（日）
場所／グランドニッコー淡路　２Ｆ回廊ギャラリー 

※ご昼食はグランドニッコー淡路または淡路夢舞台テラスレストランを
　ご利用いただくか、各自でご用意ください。

ハガキ

FAX

ホームページ

FAX番号

https://www.yumebutai.co.jp/

0799-74-1001

宛先：〒656-2306
兵庫県淡路市夢舞台2番地
株式会社夢舞台内
「こころづくり絵画コンクール in
淡路夢舞台」実行委員会 事務局係

〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地 株式会社夢舞台
                     「こころづくり絵画コンクール in 淡路夢舞台」実行委員会 事務局係
                     TEL.0799-74-1000（平日10：00～17：00）
                     FAX.0799-74-1001
                     https://www.yumebutai.co.jp/

〒656-2306
兵庫県淡路市夢舞台2番地

ハガキ・FAX記入例

氏 名

住 所
TEL
年 齢 35歳

ふりがな あわじ

あわじ じろう

あわじ りょうこ

たろう

淡路 太郎

0799-74-1000

②お子様の氏名、学校・園名、学年（年齢）、性別

③参加者合計（1グループにつき5名まで）

④ご来場の方法

①グループの代表者（大人）

淡路 次郎 夢舞台小学校3年（9歳）男

淡路 良子

お車か、公共交通機関（高速バス）かをご記入ください。

※抽選結果は9月15日㈭頃に郵送またはメールにてお知らせします。

お問い合わせ先

明石駅

JR
22分
410円

JR
50分
810円

JR
5分
160円

JR
20分
310円

高速バス
45分
1，050円

高速バス
15分
590円

舞子駅/高速舞子

公共交通機関をご利用の場合

●大阪市内から 約60分
●神戸市内から 約30分

[大阪・神戸・姫路方面から]
神戸淡路鳴門自動車道・淡路ICを下り、
国道28号線を海岸沿いに南へ約5分
夢舞台前交差点右折

[淡路島から]
国道28号線を岩屋方面に向かい、
夢舞台前交差点右折
※高速道路通行料、駐車料金は各自にて
　ご負担ください。

夢舞台幼稚園年長（6歳）女

大人2名＋お子様2名＋3歳未満1名=4名
（3歳未満のお子様は参加者に数えません）

2022年9月10日（土）必着
抽選で合計600名様〔参加費無料〕

in 淡路夢舞台
 heartful picture concours

会場※荒天中止 淡路夢舞台日時 2022年 10月2日（日）10：30～15：00

３歳以上～小学６年生までのお子様と、そのご家族。
※大人のみ･お子様のみの参加はできません。 

講　師 募集要項

内　容

アクセス

表　彰

応募資格

応募締切日

応募方法
定　　員

賞

表 彰 式

作 品 展

画板 画用紙

兵庫県知事賞､安藤 忠雄賞､淡路夢舞台賞、神戸新聞社賞､ミキハウス賞、
兵庫県教育委員会賞、神戸市教育長賞､兵庫県国際交流協会賞､
兵庫県私学総連合会賞､兵庫県私立幼稚園協会賞､兵庫県外国人学校
協議会賞､淡路島くにうみ協会賞､もくれん賞､やまもも賞､くろまつ賞

※入賞者には､神戸新聞紙面上で氏名を発表し､後日表彰式
   (賞状を授与)のご案内をお送りいたします。

申込時にいただいた個人情報については､当事務局
か責任をもって管理し､当イベント以外に使用する
ことや第三者に開示することはありません。

大阪駅 自家用車をご利用の場合

淡路夢舞台駐車場
600台 収容可能
￥600/日

｢建築家 安藤 忠雄 (あんどうただお) さん｣

「兵庫県立こどもの館｣（姫路）
「光の教会」（大阪）　
｢本福寺水御堂｣(淡路島)
｢淡路夢舞台｣（淡路島）　　　
「司馬遼太郎記念館｣(大阪)　
｢兵庫県立美術館｣(神戸)　
｢フォートワース現代美術館｣(アメリカ)
｢国際子ども図書館｣(東京)
｢地中美術館｣(直島)
｢21_21DESIGN SIGHT｣(東京)
｢東急東横線渋谷駅｣(東京)
｢プンタ・デラ・ドガーナ｣(イタリア)
｢こども本の森 中之島｣(大坂)
「ブルス・ドゥ・コメルス」（フランス）
「こども本の森 神戸」（神戸）

阪神･淡路震災復興支援10年委員会の実行委員長として被災地の
復興に尽力する。 また､瀬戸内海の破壊された自然を回復させるため､
中坊公平氏と共に｢瀬戸内オリーブ基金｣を平成12年に設立。
アメリカ イェール､コロンビア､ハーバード大学客員教授歴任
平成9年から東京大学教授､現在､名誉教授
平成15年 文化功労者
平成22年 文化勲章
平成25年 フランス芸術文化勲章（コマンドゥール）
平成27年 イタリアの星勲章（グランデ・ウフィチャーレ）
令和3年 レジオンドヌール勲章（コマンドゥール）

Photo by 閑野欣次

2012

は事務局でご用意いたします。

／受付
／開演    講      師・安藤忠雄さん
　　　    作画指導・荒島智子さん
／作画説明
／作画 ※作画はお子様のみ、昼食時間含む
／講評・作品受付

  9:45～10:30
10:30～11：05
　　　　　　　　
11:05～11:10
11:05～14:45
14:45～15:00

三ノ宮駅

淡路夢舞台

応募は
こちら


