−淀井敏夫記念館−

美術館だより
友の会だより

2022/4
第69号

早川榮二「view of the bamboo」
（1999 年）
ステンレス／Ｈ700×Ｗ150×Ｄ150 ㎝
朝来 2001野外彫刻展 in 多々良木ʼ98（第5回）準大賞作品

竹と竹とのスキ間に光が、風が通る。
そんな慣れ親しんだ日本の風景、印象＝view of the bamboo（制作意図から引用）
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開催中の
企画展

令和 4年 4月1日

江戸から昭和へ紡ぐ

日本画の美 展

〈会期〉5月8日㈰まで好評開催中 〈会場〉
2階企画展示室
日本画はその高い技術と美しさ、
そして長い歴史の中で育まれた日本
文化として世界的にも高い評価を受
けています。生野銀山に縁のある、
高島北海をはじめ、伊藤若冲・狩野
芳崖・河鍋暁斎・酒井抱一・谷文晁
など、
日本を代表する作家作品を展
示しています。
3月12日（土）
より開催以来、家族
連れなど多くの方が来場。
「 貴重な
作品が数多く展示してあり見ごたえ
があった」
「天井から床までの作品は
圧巻でした」などたくさんの反響を
いただいています。
本展は5月8日（日）
まで好評開催
中です。ぜひ日本画の歴史を紡ぎな
がら、美しいその世界に浸ってみて
ください。
谷文晁「孔雀図」

高島北海「水墨山水図」

酒井抱一「日の出双鶴図」

あさごの小さなフォトグラファー展2022
〈会期〉5月8日㈰まで好評開催中 〈会場〉
1階企画展示室
全国の小学生から高校生までを対象に作品を募集しました。新型コロナウイルスの影響により様々な制限がありながらも、
北は北海道から南は福岡県まで20都道府県の118人が作品を寄せてくれました。
審査は朝来市出身で写真家・映像作家の藤原次郎氏にお願いしました。本展では、審査で選ばれた作品49点を展示してい
ます。
若者の感性で一瞬を切り取った作品には魅力が溢れています。ぜひご覧ください。

●審 査 講 評●
今年は人間的な視点での作品が多かった。それとコラージュ的なもの、
これは偶然の光や反射を利用して抽象的な表現をするもの。
写真イコール実写という概念を突き破るもので既成概念を超えた独創性が必要となり、創造力と言う大事な感覚を育むと思われるの
で、実験で、遊びでいいから是非トライしてほしい。
コロナ禍で、写真の題材で王道の「花火」
が無いので、
むしろ身近なものをとらえる機会が多くなり多彩な作品を生んだと思える。
大賞「夕照の羽根休み」は、
夕焼け色の波紋がとてもいい仕事をしている。それとやはり構図、普通なら鳥をど真ん中に持ってくるのだ
ろうけれど、それを下方に持ってきて左右のセンターから少しずらす。絶妙。
まるで北斎のような、
また印象派の絵のような写真である。
準大賞「妹」
は、作品の説明に
「団子をおいしそうに食べている妹」
とあり、思わず突っ込みを入れたくなる作品。幼い子供の瞬間をよ
くとらえた作品である。成長された妹さん(成人式か結婚式)にみせてあげたいですね。【藤原次郎】
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●コンテストの結果（敬称略）
▶大

賞

▶入

選

▶入

選

宮下幌平
（愛知県岡崎市）

鶴原愛珠（愛知県蒲郡市）

髙瀨恒輔（兵庫県たつの市）

▶準大賞

小山響輝（愛知県蒲郡市）

大河内春菜（愛知県刈谷市）

藤田晃志
（岩手県花巻市）

太田愛桜（愛知県蒲郡市）

甲村彩音（愛知県豊田市）

▶あさご芸術の森美術館賞

鳥飼菜月美（愛知県蒲郡市）

奥谷祐佳（兵庫県神戸市）

佐々木結衣（東京都日野市） 澤木敦司（岐阜県可児市）
▶入

選

鈴木優衣（岐阜県岐阜市）

喜多村悠一郎（東京都豊島区） 徳安愛子（茨城県つくば市）

柴田清也香（京都府京都市） 酒井道崇（神奈川県相模原市） 小澤
梶田紗良
（京都府京都市）

樋口明智（兵庫県宝塚市）

絢（愛知県刈谷市）

臼田蒼依（茨城県坂東市）

今北ほのか（京都府京都市） 田中詩浬（大阪府高槻市）

田中健大（神奈川県横浜市）

村上紗都
（京都府京都市）

小口寿輝（東京都杉並区）

山下翔生（兵庫県豊岡市）

牛房莉子
（京都府京都市）

神原乙葉（東京都杉並区）

戸田有咲（兵庫県高砂市）

大澤ひかり（東京都杉並区）

伊勢和真（兵庫県高砂市）

青木寛佳
（大阪府枚方市）

蛭田光紀（静岡県富士市）

大坪桜乃（香川県三豊市）

山上菜月
（大阪府枚方市）

舩木レイ（神奈川県相模原市） 岡部煌生（三重県桑名市）

山蒼空
（大阪府枚方市）

川又ひなた（愛知県蒲郡市） 入江虹太朗（兵庫県神戸市）

吉富海音（岡山県岡山市）

山本姫李
（愛知県蒲郡市）

佐々木優奈（東京都世田谷区） 野辺地うめ花（埼玉県草加市）

石川花鳴
（愛知県蒲郡市）

幸長正樹（兵庫県丹波篠山市）

三輪桃詠
（愛知県蒲郡市）

荒尾星奈（兵庫県豊岡市）

これからの
企画展

▶大賞「夕照の羽根休み」
宮下幌平（愛知県岡崎市）

ING兵庫美術展2022

〈会期〉5月14日㈯〜7月3日㈰ 〈会場〉あさご芸術の森美術館
ING兵庫美術展は、2019年に兵庫県立美術館で開催され、
その後2020年に原田の森
ギャラリー、
そして第3回目を今年、
あさご芸術の森美術館で開催することとなりました。
「兵庫の絵画芸術を盛り上げよう！」
を合言葉に集まった、
アートシーンの第一線で活躍
する兵庫県の作家16人の作品約50点が一堂に会します。様々なジャンルの作家が集まる
ことで、技法・表現・色彩などそれ
ぞれの個性を色々な角度から楽し
むことができ、驚きと新たな発見、
そして自身の創作意欲を刺激する
展覧会となることでしょう。作家た
ちのメッセージ が 次の世 代 への
エッセンスになれば幸いです。
また、会期中は展示作家による
ワークショップも開催予定です。

角間好「ネコミソウナマチ」

花房完昇「バベリング テトラ」
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DEVELOPMENT

2021 あさご芸術の森の歩み
¡1月6日 「2021干支絵手紙コンクール」審査会
¡1月7日〜11日 「2021干支絵手紙コンクール」開催

¡1月14日〜19日 「第16回全国こども絵画選抜展2020」巡回展を開催
（アートホール神戸）
¡1月18日 「〜朝来からの風〜朝展2021」審査会

3月…
チャイルドアートデイキャンプ
「古代人に挑戦」

¡1月23日〜3月7日 「〜朝来からの風〜朝展2021」
を開催
¡2月20日〜3月7日 「あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展」開催
¡3月13日〜5月5日 「〜不思議・びっくり〜あさご錯覚の森美術館展」
「あさご錯覚の森美術館不思議体験・工作にチャレンジ」
を実施
「小さなフォトグラファー展2021」開催
※緊急事態宣言による臨時休館に伴い4月24日で終了
¡3月27日 「あさご芸術の森美術館友の会清掃ボランティア」
を実施
¡3月28日 「チャイルドアートデイキャンプで古代人に挑戦」
を開催

5月…和田山高校生
「総合的な探究の時間」の一環で来館

¡4月25日〜5月11日 新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴い臨時休館
¡5月15日〜7月4日 「彫刻歴50年の軌跡 牛尾啓三展〜オウシゾウケイ 永遠への讃歌〜」
を開催
¡5月15日 「あさご芸術の森美術館友の会令和3年度定例総会」
を実施
¡5月27日 和田山高校3年次生「統合的な探究の時間」
であさご芸術の森のフィールドワークを実施
¡6月30日 山本二三氏、美術館視察
¡7月17日 「あさご芸術の森美術館友の会清掃ボランティア」
を実施
¡7月17日〜8月29日 「水木しげるの妖怪とインスパイア展」
を開催
※緊急事態宣言による臨時休館に伴い8月22日で終了
¡7月25日 「妖怪トークセッション 妖怪たちへの眼差し」
を開催
¡7月31日〜8月1日 「あさご芸術の森アートフェスティバル・アートDE遊ぼう！」
を開催
¡8月7日〜8月22日 「アートプロジェクト椿−黙・想−」
を開催
¡8月7日 「山木さとみワークショップ

組合せは自由！オリジナルアクセサリー作り」
を開催

¡8月8日 「西山まい美ワークショップ

織って遊ぼう！卓上織機を使ってマフラー作り」
を開催

7月…妖怪トークセッション

「妖怪たちへの眼差し」

¡8月23日〜9日12日 新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言に伴い臨時休館
¡9月9日 和田山高校3年次生フィールドワーク成果発表のため来館
¡9月18日〜10月31日 「第9回あさごアートコンペティション2021」
を開催
¡9月18日〜10月10日 「高田治彫刻展“36歳のおさむ”」
を開催
¡10月7日 「第17回全国こども絵画選抜展2021」審査会
¡10月14日〜10月19日 「（一財）兵庫県学校厚生会但馬支部美術展」
を開催
¡10月21日 和田山高校出前講座
¡10月25日〜29日 「トライやるウィーク」和田山中学校生徒6人が活動
¡11月6日〜11月28日 「第17回全国こども絵画選抜展2021」
を開催
「初田隆展−核の時代の想像力について−」
を開催

8月…アートフェスティバル「アートＤＥ遊ぼう」

¡11月16日 「兵庫県地域文化を考えるシンポジウム」
で和田山高校3年次生フィールドワーク実践発表（あさごささゆりホール）
¡11月20日 「わだやマーケット」
に美術館缶バッチ体験ブースで出展
¡12月4日 「あさご芸術の森美術館友の会清掃ボランティア」、友の会主催ワークショップを実施
¡12月4日〜1月10日 「アート2022干支展『寅』」
を開催
¡12月4日〜12月20日 「アートホール神戸写真公募展〜こどもの世界〜」
を開催
¡12月11日〜12月25日 「第17回全国こども絵画選抜展2021」巡回展を開催（加古川市民ギャラリー）
¡12月12日 「坂口雅彦ワークショップ

干支紙細工で寅を作ろう！」
を開催
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トピックス
「〜朝来からの風〜
朝展2022」
開催

上村督正（朝来市）
瀬田佳代子（京都府福知山市）
瀬崎研治（豊岡市）

今回の朝展には、12都府県154人
から、4つの部門にそれぞれ絵画39
点、立体・工芸20点、書31点、写真67

齊藤妙子（豊岡市）
田村弘子（豊岡市）
野崎武司（朝来市）

三方一美（養父市）
上垣妙子（養父市）
坂本麻子（西宮市）

点の合計157作品が寄せられました。
1月17日
（月）
に審査会を開催し、部

磯部悦子（埼玉県飯能市）
鷲尾さえ子（赤穂市）
杉本洋二（滋賀県湖南市）

上垣弘子（養父市）
谷口たつよ
（京都府福知山市）

門ごとの審査員による厳正な審査に
より入賞・入選97点が選ばれました。
1月22日
（土）から3月6日
（日）
まで、
あ
さご芸術の森美術館2階企画展示室
で、入賞・入選作品を展示。会期中に
は多くの来場者を楽しませていまし
た。
審査結果は以下のとおりです。
（敬称略）
●絵画部門
大 賞…鶴岡小雪
（養父市）
準大賞…四宮 龍
（香川県高松市）
奨励賞…大森梨紗子
（朝来市）
細見茂樹
（京都府宮津市）
朝来市議会賞…椿野聖梨（朝来市）
朝来市教育委員会賞…三方斌彦（加古川市）
朝来市文化協会賞…大海 毅（朝来市）
友の会賞…前中一太地
（西宮市）

阪本幸円（福井県福井市）
藤本信司（奈良県桜井市）
足立有沙（朝来市）
●立体・工芸部門
大 賞…佐藤詩子（三木市）
準大賞…西岡良和（岡山県岡山市）
奨励賞…毛利 克（養父市）
朝来市議会賞…中尾健二（養父市）
朝来市教育委員会賞…平石 忠（京都府福知山市）
朝来市文化協会賞…田中ひろや（丹波市）
友の会賞…田村弘子（豊岡市）
入 選…中村清次郎（朝来市）
藤原清二（広島県福山市）
島田 勝（豊岡市）
山根亮二（朝来市）
神谷俊彰（豊岡市）
井上武士（姫路市）

入

選…足立真純（養父市）
奥山真穂（養父市）
島 陽子（神戸市）

佐藤佳玉（朝来市）
岸本文枝（香美町）
上田桂子（香美町）
上田美登里（香美町）

書・画部門大賞「KODOU」

●写真部門
大 賞…山本一郎（養父市）
準大賞…竹下重一（養父市）
奨励賞…浅野三雄（京都府船井郡）
上田敬子（豊岡市）
朝来市議会賞…中尾幸郎（養父市）
朝来市教育委員会賞…穐田茂樹（京都府福知山市）
朝来市文化協会賞…古林京子（豊岡市）
友の会賞…古林邦夫（豊岡市）
入 選…馬場英雄（香美町）
古川五夫（豊岡市）
中尾滋男（豊岡市）
古川忠正（京都府福知山市）
志舩 智（豊岡市）
西森秀喜（朝来市）
馬場和正（三田市）

立体・工芸部門大賞「瀬戸の汐風」

●書・画部門
絵画部門大賞「男性」

入

選…伊澤 健
（朝来市）
前田彩光
（洲本市）
小松利香子
（姫路市）
上田晴彦
（豊岡市）
村上孝志
（京都府福知山市）

大 賞…池田まゆみ（養父市）
準大賞…広川紫峰（豊岡市）
奨励賞…尾﨑義幸（養父市）
朝来市議会賞…奥山果那（朝来市）
朝来市教育委員会賞…谷口光昭（京都府福知山市）
朝来市文化協会賞…松山鈴音（養父市）
友の会賞…山根杏夏（養父市）

木﨑 誠（京都府福知山市）
石田米生（養父市）
松場鋼一（丹波市）
和田国広（京都府福知山市）
伊藤章 （朝来市）
井上信行（朝来市）
藤木澄男（豊岡市）
橘 喜代子（豊岡市）
田中信政（福崎町）
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福岡恭子
（豊岡市）
宇都宮 遼
（朝来市）

■干支絵手紙コンクール入賞・入選者
（敬称略・順不同）

由良 学
（京都府福知山市）
横田市郎
（京都府福知山市）
芦田千賀子
（京都府綾部市）

◎グランプリ…長谷川カツヨ
（姫路市）
◎優秀賞…森本正美（朝来市）
水永 凪（大阪府吹田市）

堀島信之
（京都府福知山市）
野崎弘喜
（養父市）
伊藤美和
（東京都世田谷区）

◎奨励賞…西岡節子（神戸市）
木本理菜（朝来市）
藤原昌代（神戸市）
◎ユーモア賞…関 隆則（京都府京都市）
◎がんばったで賞…井上茉愛香（朝来市）
◎ほのぼの賞…増田木綿子（三重県三重郡）
◎あじわい賞…下原真由（福岡県行橋市）
◎審査員特別賞（上地賞）…池田まゆみ（養父市）
審査員特別賞（椿野賞）…藤澤康子（香美町）
審査員特別賞（南光賞）…魚﨑金志郎（豊岡市）
◎あさご芸術の森美術館館長賞…
大山聡美（神戸市）

細見政樹
（朝来市）
上山典雄
（京都府福知山市）
大地洋次郎
（京都府福知山市）
小林智之
（香美町）
藤原俊郎
（神河町）
岡本晃一
（丹波篠山市）
岡本和代
（丹波篠山市）
加藤輝昭
（京都府福知山市）

写真部門大賞「古城桜景」

様々な寅が集結
「干支絵手紙コンクール」
2022年の干支「寅」
をテーマに、干
支絵手紙コンクールを開催。
遠くは北海道や栃木県、広島県、高
知県、福岡県など15道府県の、1歳か
ら92歳までの幅広い年代の184人か
ら、
262点の応募がありました。
作品は、墨書・版画・コラージュ・水
彩・色鉛筆など、多彩な方法で思い思
いに「とら・寅・虎」を表現した力作揃
いで、見ていて楽しくなるような作品
が多く寄せられました。
1月5日
（水）、4人の審査員による厳
正な審査により、入賞・入選作品46点
が選ばれました。
あさご芸術の森美術館2階企画展
示室では1月6日（木）から1月10日
（月・祝）
まで全作品を展示。その後、
巡回展として生野マインホールでも1
月13日
（木）から2月10日
（木）
まで入
賞作品14点を展示しました。

グランプリ・長谷川カツヨさんの作品

◎入選…柘植雅一（愛知県名古屋市）
石原明美（姫路市）
友成小弓（神戸市）
佐々木政道（広島県東広島市）
角本 勝（相生市）
向井喜八（鳥取県米子市）
片岡重和（大阪府高槻市）
小谷律江（京都府福知山市）
平田尚志（神戸市）
北井理人（神戸市）
村尾奎依（朝来市）
佐藤彩夏（神戸市）
山形正人（神戸市）
立岩昭子（神河町）
土永喜代美（京都府舞鶴市）
白瀧かすみ（香美町）
政次彩葉（養父市）
浅倉 伸（岩手県盛岡市）
唐橋孝輔（栃木県足利市）
渡辺和徳（広島県広島市）
武藤渉真（朝来市）
江藤浅子（大阪府高槻市）
脇坂正義（明石市）

令和 4年 4月1日
野崎武司（朝来市）
近藤芙光子（愛知県名古屋市）
岡部味佐子（大阪府大阪市）
吉成武子（神奈川県横浜市）
藤原京子（神戸市）
酒井正子（豊岡市）
川會みゆき
（朝来市）
吉野芳子（大阪府大阪市）
今枝房子（西宮市）

干支紙細工で
寅を作ろう！
紙細工ひこかみ・坂口雅彦さんによ
る工 作ワークショップを1 2月1 2日
（日）
に開催しました。
参加者は、寅の干支紙細工キットを
手に、坂口さんから見本を使った説明
を受けながら完成させていきます。作
品作りにハサミものりも要りません。
まずは、パーツを順番に切り取り、
折り曲げ、組み合わせながら形を整え
ていきます。細かい部分に注意を払い
つつ寅の形を作ります。次はペイント
です。マジックで思い思いに彩色した
あと台座と組み合わせ、最後に水引を
付ければ、オリジナルの寅の完成で
す。
参加者は、手軽に制作でき、出来映
えも上々とあって、完成した寅の紙細
工作品を手に満足した様子でした。

ASAGOARTVILLAGE

令和4年 4月 1日

二人の作家が
干支を描く書く！

松くい虫から
松を守れ

関西文化の日プラスで美術館入館
が無料となった1月10日（月・祝）、特
別企画として平面造形作家・椿野浩
二さんと書家・小山光廣さんによる
ワークショップを開催しました。
予め椿野さんが簡単な色を乗せた
色紙を準備。参加者は、その中からお
気に入りを一つ選びます。椿野さん
が、その色紙に軽快に筆を走らせる
と、
あっという間に寅の絵が完成。
また、参加者のリクエストにこたえ、
干支以外の図柄でもイメージを膨ら
ませながら見る見るうちに絵を描き上
げ、色紙に命が吹き込まれていきまし
た。
続いて筆文字を入れる作業です。

7

美術館友の会
清掃ボランティア

CoCoDe前にある緑地公園で、松く
い虫の被害を受け、一部の松の木が
枯れかけていたため、2月1日
（火）、健
全な木に松枯れ防止処置を実施。樹
木医・宮田和男さんの指導を受けな
がら、美術館職員が薬剤を注入する
作業を行いました。
ここには「朝来2001野外彫刻展in
多々良木」の記念すべき第1回目の大
賞作品「森の記憶」
（青野正）が設置さ
れていて、数本の松がその世界観を
魅力的に演出しています。
これからも

あさご芸術の森美術館友の会の会
員15人が、3月12日
（土）、美術館内外
の清掃活動を行いました。
これは友の会の主要な取り組みの
一つで、年に3回実施しているもので
す。春本番の陽気に包まれながら、館
内の窓ふきや、噴水の掃除、桜のテン
グス病除去などを行いました。
この日は2つの展覧会の初日でもあ
り、来館者に清々しい環境で芸術鑑賞
をしてもらいたいという気持ちを込め
て、
それぞれ作業を進めていました。

この松の木たちを大事に保全してい
きたいですね。

小山さんが、参加者の希望する四字
熟語を書き進めると、2人の作家の
「描く書く」作品が完成。参加者からは
笑顔がこぼれ、
「 素敵な企画ですね」
との声もいただきました。

−2022年度の美術館展覧会予定−

※企画展・公募展の詳細な内容は随時チラシなどでお知らせします。

●ING兵庫美術展2022〈1階2階企画展示室〉

５月14日㈯〜７月３日㈰

●アニメーション美術の創造者 新・山本二三展〈1階2階企画展示室〉

７月９日㈯〜８月30日㈫

●第10回あさごアートコンペティション優秀作品展〈２階企画展示室〉

９月17日㈯〜10月30日㈰

●兵庫の新鋭彫刻家シリーズ北川太郎展〈1階企画展示室〉

９月17日㈯〜10月16日㈰

●第18回全国こども絵画選抜展2022〈2階企画展示室〉

11月５日㈯〜12月４日㈰

●内藤絹子展〈1階企画展示室〉

11月５日㈯〜12月４日㈰

●アート2023干支展
「卯」
〈2階企画展示室〉

12月10日㈯〜１月９日%

●〜朝来からの風〜朝展2023〈2階企画展示室〉

１月21日㈯〜３月５日㈰

●あさご芸術の森美術館友の会会員交流美術展〈1階企画展示室〉

（予定）２月18日㈯〜３月５日㈰

ASAGOARTVILLAGE
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令和 4年 4月1日

スケジュール 2022.4 → 2022.7
ASAGOARTVILLAGE
月

日

曜

開催中
5
7

内

容

対

象

期間・時間など

江戸から昭和へ紡ぐ 日本画の美展

一

般

5月8日まで

2

あさごの小さなフォトグラファー展2022

一

般

5月8日まで

2〜3
3

14

土

ING兵庫美術展2022

一

般

7月3日まで

9

土

アニメーション美術の創造者 新・山本二三展

一

般

8月30日まで

30

土

アートＤＥ遊ぼう（予定）

一

般

掲載ページ

あさご芸術の森美術館友の会 会員の近況
★宇都宮 遼
¡〜朝来からの風〜朝展2022 写真部門 入選
¡展覧会 第75回姫路市美術展（姫路商工会会議所会頭賞受賞） 会期…2月17日(木)〜3月3日(木）
★井上信行
¡展覧会 井上信行写真展「桜だより」 会期…4月6日(水)〜4月17日(日) ／ 会場…県立丹波の森公苑展示ギャラリー
★大森梨紗子
¡展覧会 「森の展示室」 会期…４月2日(土)〜4月3日(日) ／ 会場…わち山野草の森
¡展覧会 個展「大地の呼吸」 会期…5月29日(日)〜6月5日(日) ／ 会場…ギャラリー螺
¡展覧会 「未生空間ism展」 会期…6月30日(木)〜7月12日(火) ／ 会場…宝塚市立文化芸術センター
★松本知佳
¡展覧会 第3回 アクリル画家松本知佳絵画展 会期…4月1日(金)〜4月30日(土) ／ 会場…町家Cafe伍右衛門
¡展覧会 「日本の風景画展」 会期…6月16日(木)〜6月21日(火) ／ 会場…ギャラリー国立
★藤本満里子
¡展覧会 柿渋染“ふだん使いのバッグ”展 会期…4月6日(水)〜4月30日(土) ／ 会場…まいまい堂
★磨野郁子
¡展覧会 独自性の追求 会期…1月24日(月)〜2月5日(土) ／ 会場…ギャラリー菊
¡展覧会 第74回尼崎市展 会期…2月26日(土)〜3月6日(日) ／ 会場…尼崎市総合文化センター

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.lg.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

