淀井敏夫「座像」
（1954）／ブロンズ／137.5×67×105㎝

「座像」
ストレッチ体操をしているようなポーズの動的な作品であり、人体がつくりだすフォルムの面白さが追求されている。それだけ
に、この作品では抽象彫刻に近い幾何学的な要素が人体によって表現されているといえよう。
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開催中の
企画展

平成27年 4月1日

兵庫県写真作家協会 あさご巡回展

【併 催】第47回兵庫県写真作家協会公募展

入賞・入選作品展

〈会期〉4月19日㈰まで開催中

〈会場〉
1階アトリエ室・2階企画展示室
プロ・アマ・会派を問わず、兵庫県在住の写真作家たちで構
成する兵庫県写真作家協会の会員・会友約180人による
「兵
庫県写真作家協会展」
を開催します。
風景、人物、静物など多数の作品が展示され、県内写真界
のレベルの高さを物語っています。併せて同協会公募展の優
秀作品約50点も展示します。
会場風景

これからの
企画展

【朝来市制10周年記念／阪神・淡路大震災20年】

鎮魂と祈り 平山郁夫 展

〈会期〉4月25日㈯〜6月7日㈰〈会場〉
1階アトリエ室・2階企画展示室
2015年は、戦後70年、阪神・淡路大震災から20年、朝来市制10周年の節目に当たります。
この機に、平和を希求しながら制
作を続けた日本画家平山郁夫（1930〜2009年）
の思いを伝え、
その作品を通して、
あらためて
「平和であること」
などを考えま
す。
平山は1945年、広島市内で被爆し、後遺症と戦いながら数多くの作品を残しました。題材の多くを仏教伝来やシルクロード
など東西文化の交流に求め、
その幻想的で静謐（ひつ）
な画面からは、平和への祈りにも似た情趣があふれ、いつまでも私たち
に感動を与えてくれます。平山は画業だけではなく、世界中の文化遺産の保護活動に積極的に取り組んでいます。国家や民族、
宗教の違いを越え、
互いの風土・文化を理解することが平和につながる、
と確信していました。
本展では、
「求道高僧東帰図」
「アンコールワットの月」など約55点を展観し、平和への心を共有するとともに、文化財の伝承
の大切さを再確認する契機とします。

【講演会】

●平山郁夫 略歴

■と き…4月25日㈯ 13：30〜
■講 師…平山助成 氏

1930年
1945年
1952年

■テーマ…平山郁夫の画業について

1989年
1993年
1997年

（平山郁夫美術館館長・平山郁夫氏の実弟）

【作品解説会】

■と き…5月9日㈯ 13：30〜
■講 師…別府一道 氏（平山郁夫美術館学芸員）

1998年
2000年

※聴講料はいずれも無料（入館料が別途必要）

2009年

広島県に生まれる
学徒勤労動員先で被爆
東京美術学校（現東京藝術大学）
日
本画科卒業
東京藝術大学学長に就任
文化功労者に顕彰される
広島県尾道市瀬戸田町に
「平山郁
夫美術館」開館
文化勲章を受章
山梨県長坂町に
「八ヶ岳シルクロードミュージアム
（現平山郁夫
シルクロード美術館）」開館
逝去

平成27年 4月1日

これからの
企画展
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神戸ゆかりの美術館所蔵

港町神戸が育んだ芸術家たち 展

〈会期〉6月13日㈯〜7月12日㈰

〈会場〉
1階アトリエ室・2階企画展示室
日本の玄関口として海外に開かれ、異国情緒漂う高い文化
が育んだ港町神戸。多くの芸術家が集い、多彩な美術を開花
させました。
「神戸ゆかりの美術館」所蔵の1,000点を超える収蔵品の中
から、小松益喜、田村孝之介、元永定正、金山平三、川西英、別
車博ら55人の神戸に縁ある芸術家の作品約60点を展示しま
す。

西村功「ポートアイランドと神戸」
（1990年）

平山郁夫
「求法高僧東帰図」
（1964年）平山郁夫美術館蔵

■おしらせ

「鎮魂と祈り 平山郁夫展」
は、一般の入館料が下記のとおりとな
ります。
一般500円（団体450円）→ 一般700円（団体600円）
あさご芸術の森美術館友の会の会員は、期間中2回まで無料
でご覧いただけます。会員証を必ずご提示下さい。
※大学・高校生、中学・小学生料金に変更はありません。

平山郁夫「アンコールワットの月」
（1993年）平山郁夫美術館蔵

ASAGO ART VILLAGE
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−2015年の美術館展覧会予定−
■企画展示室（2F） □アトリエ室（1F） ◆企画展示室＋アトリエ室

◆兵庫県写真作家協会 あさご巡回展

4月19日㈰まで

県内で活躍する写真作家ら180名の写真展と、協会が主催する写真公募展の入
賞・入選作品展示を行います
（本誌2頁参照）

◆鎮魂と祈り 平山郁夫展

4月25日㈯〜6月7日㈰

仏教伝来やシルクロードに題材を求めるかたわら、世界中の文化財保護活動や、
その活動を通じた国際交流にも精力的に取り組んだ日本画家平山郁夫の作品展。
（本紙2、
3頁参照）

◆ 神戸ゆかりの美術館所蔵「港町神戸が育んだ芸術家たち」展 6月13日㈯〜7月12日㈰
異国情緒あふれる神戸に縁のある、田村孝之介、元永定正らの作品を収蔵する
「神戸ゆかりの美術館」から約60点の作品を借用し、紹介します。
（本紙3頁参照）

◆没後10年 淀井敏夫展

7月18日㈯〜9月6日㈰

淀井敏夫の初期から最晩年まで、生涯に制作した作品を一堂に展示します。新た
に収蔵した淀井作品、
愛用していた道具なども初披露します。

平山郁夫「原爆ドーム」
（1991年）
平山郁夫シルクロード美術館蔵

■第4回あさごアートコンペティション（A.A.C.）優秀模型作品展 9月19日㈯〜11月8日㈰
偶数回となる今回は、
あさご芸術の森の指定場所に設置するための野外彫刻作
品を模型作品で募集します。入選・入賞作品を展示します。

□松岡圭介展（仮称）

10月31日㈯〜12月6日㈰

第4回あさご芸術の森大賞展2005で大賞を受賞した彫刻家松岡圭介の作品展。

■全国こども絵画選抜展

白髪一雄「赤のひろがりと青い線」
（1970年頃）

11月14日㈯〜12月6日㈰

「ふるさと」
「花と緑」
をテーマに全国の小・中学生から絵画作品を募り、入賞・入
選作品100点を紹介する優秀作品展を開催します。作品は県内を巡回します。

□アートホール神戸写真展―子供の世界「愛」12月12日㈯〜12月23日水
兵庫県内の公立小・中学校などの教職員やOBが撮影した子どもの写真の中か
ら、
入選以上の優秀作品を展示します。

■アート2016干支展
えと

12月12日㈯〜2016年1月17日㈰

さる

2016年の干支「申」
をテーマにした作品展。
「干支絵手紙（年賀状）
コンクール」
も
併せて開催します。
企画展・公募展の詳細な内容については随時チラシなどでお知らせします。

淀井敏夫「若きアテネ」

平成27年 4月1日
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DEVELOPMENT

2014 あさご芸術の森の歩み

1月 5日第14回「干支絵手紙コンクール」審査会／23日美術館友の会理事会／
26日
「朝展」審査会

2月 1日「〜朝来からの風〜朝展」開会（3／2まで）／15日美術館友の会会員交
流作品展開会（3／2まで）／18日公募展検討委員会

3月 2日｢朝展｣表彰式／15日「三沢厚彦ANIMALS in ASAGO」開会（5／11ま
で）三沢厚彦氏によるギャラリートーク。美術館友の会清掃ボランティア

4月 22日美術館友の会理事会
7月／ダムの風に吹かれてコンサート

5月 11日三沢厚彦氏によるギャラリートーク／24日「人間賛歌 新谷英子彫刻の
世界展」開会（7／13まで）
「こころのアート展」開会（7／6まで）美術館友の
会総会

6月 1日｢多々良木ダム湖マラソン大会｣開催／2日トライやるウィークで4日間、
朝中生3人が美術館業務を学ぶ（6日まで）／21日チャイルドアートキャンプ
（22日まで）／27日美術館友の会理事会
（9／23まで）中島啓子氏によ
7月 10日美術館運営委員会／19日「東郷青児展」
るギャラリートーク
「東郷青児とその作品について」
「あさごの森で光と影の
ピクニック」開会（9／15まで）美術館友の会清掃ボランティア／24日｢あさ
ご芸術の森アートフェスティバル｣開会（27日まで）
チャイルドアートキャンプ
①（25日まで）／25日チャイルドアートキャンプ②（26日まで）
「アートDE遊
9月／北島遊展

ぼう」
（27日まで）
ワークショップ「織体験（体験・1日・3日間本格派コース）」
開催（27日まで）／27日ダムの風に吹かれてコンサート

8月 2日原久子氏によるギャラリートーク
9月 20日「北島遊展「生きる」開会（10／19まで）あさご芸術の森美術館入館者
35万人を達成／28日
「第3回A.A.C.」審査会（29日も）三島樹一作「生物礼
讃」が大賞受賞

10月 4日「A.A.C.優秀作品展」開会（11／9まで）／9日第10回全国こども絵画選抜
展審査会／19日
「芸術村とフリーマーケットinあさご」開催／23日
「兵庫県
学校厚生会但馬支部 趣味の作品展」開会（28日まで）

11月 1日「森はなとふるさと〜あさご但馬〜」開会（12／7日まで）但馬ミュージカ
ル研究会によるミュージカル／9日
「第3回A.A.C.優秀作品展」表彰式とギャ
9月／美術館入館者35万人を達成

ラリートーク／15日
「第10回全国こども絵画選抜展優秀作品展」開会（12／
7日まで）／29日じろはったんの会による紙芝居

12月 6日美術館友の会館外視察研修。あべのハルカス美術館「光と色のドラマ新
印象派」鑑賞／13日
「アート2015干支展」開会（1／18まで）
「アートホール
神戸写真公募展こどもの世界〜愛〜」開会（23日まで）
「全国こども絵画選抜
展優秀作品展」表彰式／14日美術館友の会清掃ボランティア。美術館友の
会主催ワークショップ「オリジナル消しゴムづくり」開催。兵庫稲美少年少女
合唱団クリスマスコンサート。美術館友の会理事会／19日美術館運営委員
11月／森はなとふるさと〜あさご但馬〜

会
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Voice
寄せる
術の森に
芸
ご
さ
あ

ヴァーチャルミュージアム開設の夢は

ＢＢプラザ美術館顧問

坂上

義太郎

美術館内にあるカフェテラスから城壁のようなダムの石垣が望める光景は、大変素晴らしい。
ダム
の石垣の前に広がる広場には、淀井敏夫の彫刻作品が点在している。
私は、展覧会を鑑賞してから、
カフェテラスでコーヒーを片手に、眼前に広がる淀井彫刻と背景の
石垣を眺める至福の時を楽しんでいる。
普段より朝来発信の公募展（
「朝展」
「あさごアートコンペティション」
「全国こども絵画選抜展」）等
の開催や友の会活動と多種多彩の美術館運営に注目している1人である。地域の人々とのコミュニケーションを大切に、市
外からの来館者の誘致への腐心に感心している。
さて、私より1つの提案を。
それは、
ホームページなどの電子メディアを活用し、例えばヴァーチャルミュージアムの開設等
はどうだろうか。
そんな情報発信が、来館への動機付けにつながる夢を抱いている今日このごろだ。

あさご芸術の森美術館友の会 賛助会員のご紹介

「有限会社 美術梱包ヒグチ」

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

あさご芸術の森美術館との出合いは淀井敏夫先生の彫刻を介して始まります。今からさかのぼること40年、東京藝術大
学の学部長に就任されたころです。
淀井先生の彫刻は石膏の直付けで制作され、取り扱いが難しく、常に木枠の養生が必要でした。
1978年宝塚大橋に
「渚」
「鷗」像を設置以降、野外彫刻の設置依頼が多くなり、
それぞれ違った現場での作業で技術を学
ばせていただきました。
彫刻の取り扱いを主とする会社を立ち上げ、早35年、朝来は、美術館開設準備室のころよりお手伝いをさせていただき、
淀井先生をはじめ、
これまで多くの作家の方々の展示に携わる事が出来ました。特に2014年の「三沢厚彦ANIMALS in
ASAGO」
は皆様の思いと地元の作家の方々のご協力で実現させていただいたと感慨深く思っております。
水と緑豊かなロケーションの中の彫刻群。開館15年、人々のつながりと芸術と文化を伝える美術館に誠に微力ではござ
いますが、関わりを持たせていただいた事に感謝いたしております。
代表取締役 樋口 政雪

「三沢厚彦ANIMALS in ASAGO」作業風景

ASAGO ART VILLAGE
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美術館の芸術講座
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募集中!!

あさご芸術の森美術館と同館友の会では、芸術文化活動による地域活性化と元気のある芸術の森づくりを目指し各種の
講座を開催します。
お気軽にご参加ください。

絵画コース

4月12日㈰スタート

絵画コースは油絵を中心に、水彩画など、講師の指導のもとで
自由に描きます。油彩の道具のない方もお気軽にご参加くださ
い。道具の選び方についても指導していただきます。
■と

き…毎月1回 第2日曜日、午前9時30分から開催
初回は4月12日㈰

■対

象…一般

■定

員…15人

■受講料…観覧料と300円
■講師…南光和玄氏・椿野浩二氏（いずれも画家）
■講師から一言…気軽に一度見に来てください。楽しくそれぞれ
のペースにあわせて活動しています。

陶芸コース

絵画コース

5〜7月予定／ 9〜11月予定

陶芸コースは成型、素焼き、釉薬塗り、本焼きと取り組みます。
自分の作った食器で食事するのは格別です。3回で1コースです。
■と

き…Aコース／4月25日、5月9日、5月30日
Bコース／6月13日、6月20日、7月11日
各回午前9時30分から正午まで

■対

象…一般

■定

員…10人

■受講料…観覧料と1,500円（1コース分）
■講師…小原典穂氏（陶芸家）
ほか
■講師から一言…大きな作品はできませんが、生活に使う器など
を、
自分で作り、使ってみるのは楽しいです。
陶芸コース

チャイルドアートキャンプ

６月中旬予定／７月下旬予定

芸術の森に泊まり込んで絵を描いたり、粘土細工をしたり、
じっ
くり制作に取り組んでみませんか。
■対

象…小学生

■定

員…15人

■費用…5,500円（宿泊費、朝食代等含む）
■講師…未定
◎募集期間…未定
■対象の「一般」は、小学生以上ならどなたでも参加できる講座です。

参加申し込みは「①参加希望の催し名②希望者氏名、学年③住

所・連絡先」を電話、はがき、FAXまたは直接来館してお申し込み
ください。
先着順で定員になり次第受け付けを終了します。

チャイルドアートキャンプ

■申し込みは…〒679 - 3423 朝来市多々良木739- 3 あさご芸術の森美術館 ☎079- 670-4111
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クリスマスコンサートの様子

天使の歌声が響く
クリスマスコンサート
12月14日㈰、
あさご芸術の森美術
館の冬の恒例行事ともなっています、
「兵庫稲美少年少女合唱団」によるク
リスマスコンサートを開催しました。
合唱団の指揮、指導は朝来市生野町
出身の椿野伸仁さん。
「ヨーロッパの
教会で歌っている時と同じ響き方を
する、美術館の音響も気に入っていま
す。毎年、雪や、
もみの木の照明効果
も楽しみ」
と毎年この日を心待ちにし
ているようです。
当日訪れた団員は、電子ピアノの伴
奏にあわせ、ハレルヤコーラスなどク
リスマスソングを英語をはじめ数カ国
語の原語で歌ったほか、身振り手振り
を交えたジブリメドレーも披露。参加
者もベルのように手持ちの鍵を振るこ
とで合唱に参加するなど楽しみました。

第10回朝展を
開催しました
朝来市展として毎年開催している

平成27年 4月1日

朝展／書・画部門で大賞の佐藤さん
（表彰式にて）

第10回「朝来からの風 朝展」
を開催
しました。平面、立体、書・画、写真の4
部門の作品を全国公募し、16歳の高
校 生 から89歳まで幅 広 い 世 代 から
192点の応募がありました。
1月25日㈰、26日㈪に美術館で審
査会を行い、入賞・入選作品73点が
決定し、1月31日㈯から3月8日㈰まで
優秀作品展を開催しました。
今年は全部門に高校生の応募があ
り、幅広い世代の作品が集まりました。
回を重ねるごとに上達してきた熟練
の出品者に交じって、若い感性を生か
し、全部門に高校生の入選者が出まし
た。
3月8日㈰には表彰式を開催し、多くの
入選、入賞者の方々が出席しました。
入賞者と朝来市内の入選者は次の
とおりです。
（敬称略）
●絵画部門
大 賞…水野洋子（姫路市）
準大賞…村上孝志（福知山市）
奨励賞…田中敬二（大田市）
教育委員会賞…水田佳菜（養父市）
文化協会賞…芦田哲司（福知山市）
入

選…イシハラツヨシ
（朝来市）

井上 晃（朝来市）
平位紘一（朝来市）
平田尚志（朝来市）
●立体部門
大 賞…該当なし
準大賞…田中ひろや（丹波市）
奨励賞…中尾健二（養父市）
教育委員会賞…花城正明（福知山市）
文化協会賞…徳岡 澪（姫路市）
●書・画部門
大 賞…佐藤佳代（朝来市）
準大賞…森 久瑠実（舞鶴市）
奨励賞…横田千佳（神戸市）
教育委員会賞…中村友香（香美町）
文化協会賞…西村俊光（姫路市）
●写真部門
大 賞…尾花敦美（丹波市）
準大賞…足立確郎（丹波市）
奨励賞…長 昌男（香美町）
岡本晃一（福知山市）
武中三喜（福知山市）
教育委員会賞…堀島信之（福知山市）
文化協会賞…竹内美知子（豊岡市）
入 選…橋爪一夫（朝来市）
中井勝之（朝来市）
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◎審査員特別賞
南光賞…影山艶子（豊岡市）

町）／佐間みどり
（吉賀町）／田中ます
み（大阪府高槻市）／岡田大輝（栃木

上地賞…関 隆則（京都府京都市）
椿野賞…角本 勝（相生市）
◎美術館長賞…三木富美子（神戸市）

県足利市）／渋谷千穂（豊岡市）／大
場隆司（豊岡市）／二見忠義（神戸市）
／宗像政子（朝来市）／西岡きみ代

◎元気で賞…安田ふみ子（朝来市）
◎ほのぼの賞…西尾正子（鳥取県智
頭町）

（香美町）／森貞和子（岡山県倉敷市）

◎ユーモア賞…仲村稔子（新温泉町）
◎がんばったで賞…伊原永茉（豊岡市）
◎あじわい賞…川會みゆき
（朝来市）

グランプリ作品

え

と

干支絵手紙コンクールを
開催しました
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◎入選…津田 保（伊丹市）／井藤博
史（豊岡市）／北垣圭裕（朝来市）／藤
澤郁子（尼崎市）／北島美千代（朝来
市）／舟越文恵（大阪府茨木市）／荒
垣優斗（養父市）／藤原花琳（養父市）
／奥山真穂（養父市）／立岩昭子（神
河町）／杉谷 優（西宮市）／田中茜
音（京都府綾部市）／上垣弘子（養父
市）／脇坂正義（明石市）／丸本夏代
子（宍粟市）／宮地政弘（奈良県斑鳩

あさご芸術の森美術館友の会
会員交流美術展を開催
28人の会員らが自慢の作品52点
を持ち寄り、2月21日から3月8日にか
けて美術館アトリエ室で開催しました。
あさご芸術の森美術館友の会会員の
日ごろの創作活動の成果を披露する
とともに、相互の交流を図ろうと昨年
に引き続き2回目の開催となりました。
椿野浩二会長を始め、
ボランティア
で駆けつけた会員らも協力して展示
作業などを行い、手作りで温かみのあ
る展示会場が完成しました。

今年の干支絵手紙コンクールには
369通の応募がありました。遠くは北
海道や秋田県などから、
また6歳から
98歳までの幅広い年齢の皆さんから
応募をいただきました。
今年の応募作品にはかわいらしい
羊の絵や、羊の毛に見立てて、ふわふ
わの綿を貼りつけたものや、未年にか
けて
「明るい未来」など希望に満ちた
新年を願ったものなどユニークな作
品が見られました。
審査は1月5日㈪に行われ、以下の
とおり賞が決まりました。
■干支絵手紙コンクール受賞者
（敬称略・順不同）
◎グランプリ…塚本明日香（豊岡市）
◎優秀賞…大西司馬
（朝来市）
上地芳江
（朝来市）
◎奨励賞…森本正美
（朝来市）
西岡節子
（神戸市）
山田結菜
（姫路市）

友の会会員交流美術展の会場風景

2015 芸術村とフリーマーケット

日時…５月１７日㈰ 午前１０時から午後３時まで
会場／美術館野外彫刻公園

美術館彫刻公園を会場に、芸術村とフリーマーケットを本年は5月に開催します。芸術村では
絵画、陶芸、木彫などの制作実演や体験。
フリーマーケットでは約30店が出店します。
フリーマーケット出店希望の方はあさご芸術の森美術館（電話079・670・4111）へご連絡く
ださい。 ■主催…朝来市・あさご芸術の森美術館

あさご芸術の森美術館友の会会員証の更新のお願い
あさご芸術の森美術館友の会の会員証は、毎年４月に更新となります。昨年度まで会員の方
には申請用紙を送付いたしますので、更新手続きをよろしくお願いいたします。

ASAGO ART VILLAGE
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2015.4 → 2015.7

ASAGO ART VILLAGE
月

日

曜

開催中
12

日

25

土

4

5

内

容

対

象

兵庫県写真作家協会 あさご巡回展

一

般

絵画教室

期間・時間など

掲載頁

4月19日まで

2

受講生

午前9時30分〜

7

鎮魂と祈り 平山郁夫展

一

般

6月7日まで

2

平山助成氏講演会「平山郁夫の画業について」

一

般

午後1時30分〜

2

9

土

平山郁夫作品解説会

一

般

午後1時30分〜

2

10

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

7

17

日

芸術村とフリーマーケット

一

午前10時〜

9

7

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

7

13

土

神戸ゆかりの美術館所蔵「港町神戸が育んだ芸術家たち」展

一

7月12日まで

3

12

日

絵画教室

受講生

午前9時30分〜

7

18

土

没後10年 淀井敏夫展

一

般

9月6日まで

アートDE遊ぼう

一

般

チャイルドアートキャンプ

小学生

6

7
下旬

般

般

2014年度 法人会員のご紹介

2014年度は下記の企業の皆さんにあさご芸術の森美術館と友の会の活動を支援していただきました。
ありがとうございました。
¡医療法人 淀井病院 ¡医療法人 俊仁会 大植病院 ¡㈱フレッシュあさご ¡㈲スタジオゲイル ¡黒谷㈱
¡但陽信用金庫 ¡㈱北村建設 ¡アルピーノ村 ¡㈲美術梱包ヒグチ（順不同）

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況

ゴールデンウィーク中に
「年輪の里」でサークル展を開き
徹… 丹波年輪の里絵画サークルで水彩画を描いています。
ます。
よろしければのぞいてみてください。
¡森田貴弘… 病とつきあいながら描いています。
¡友田史江…「デュフィ展」は新鮮でした。軽やかなタッチ、美しい色彩でこんな風に描けたらと思いました。植野記念美術館の
原田泰治展。
ずっと好きだった画家でやっと本物を見ることが出来ました。ほのぼのとした絵で大好きです。
（姫路）
¡アンドレイ …「第２４回全日本アートサロン絵画大賞展」優秀賞／４月１１日〜２６日までギャラリールネッサンススクエア
ヴェルホフツェフ で個展「アンドレイ ヴェルホフツェフ展 〜天と地の間にて〜」
を開催。
¡田中

関宮
八鹿氷ノ山IC

江原
八鹿

出石 但東
312

養父
和田山

大屋

に い

あさご芸術の森美術館

〒679−3423 兵庫県朝来市多々良木739−3
TEL（079）
670−4111 FAX
（079）
670−4113
http: //www.city.asago.hyogo.jp/
E-mail : art -village@city.asago.hyogo.jp

北近畿

福崎IC

山陽自動車道
姫路東IC
姫路
姫路バイパス

山東IC

播但連絡道

山崎IC

新井
朝来IC

福知山
9

和田山IC

29

舞鶴若狭
自動車道

9

美方

豊岡道

福知山IC

春日IC

三田

中国自動車道
吉川JCT
三木JCT
垂水JCT
第二神明

京都

綾部

神戸
JCT
神戸
阪神高速

吹田JCT

大阪

