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情報誌 配架一覧 

 

情報誌コーナーは、市販されていない情報誌等をご覧いただけるよう、設置しています。兵庫県民会館

1 階ロビーにて、ご自由にご覧ください。 

※情報誌の発行・内容等については、発行者へお問い合わせください。 

 

兵庫県民会館 
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兵庫県内施設の情報誌 (順不同) 

名 称 発 行 発 行 者 住 所 ・ 電 話 

花家族 季刊 

兵庫県園芸・公園協

会 

(フラワーセンター ) 

〒679-0187 

加西市豊倉町飯森 1282-1 

tel. 0790-47-1182 

兵庫歴博ニュース 月刊 兵庫県立歴史博物館 

〒670-0012 

姫路市本町 68 

tel. 0792-88-9011 

博物館だより 季刊 神戸市立博物館 

〒650-0034 

神戸市中央区京町 24 

tel. 078-391-0035 

美術館だより  神戸市立小磯記念美

術館 

〒658-0032 

神戸市東灘区向陽町中 5-７ 

tel. 078-857-5880 

竹中大工道具館 

だより 
 竹中大工道具館 

〒651-0056 

神戸市中央区熊内町 7-5-1 

tel. 078-242-0216 

姫路市立美術館 

だより 
  姫路市立美術館 

〒670-0012 

姫路市本町 68-25 

tel. 0792-22-2288 

あさご芸術の森 

美術館、美術館だよ

り・友の会だより 

  
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. 0796-70-4111 



好古館だより  小野市立好古館 

〒675-1375 

小野市西本町 477 

tel. 0794－63－3390 

広報しんおんせん  新温泉町役場 

〒669-6792 

兵庫県美方郡新温泉町浜坂 2673-1 

tel.0796-82-3111 

しおさい  明石市立市民会館 

〒673-0883 

明石市中崎１-3-1 

tel. 078-912-1234 

 

 

 

同人誌・書道（順不同） 

名 称 部 門 発 行 人 発 行 所 住 所 ・ 電 話 

神戸笹波 書道 
神戸笹波会 

 

〒720-0092 

福山市山手町 5-29-18 

tel. 0849-20-4774 

玄燿 書道 玄燿出版 

〒671-1131 

姫路市大津区天神町 1-45-9 

tel. 0792-39-8228 

書昴 書道 
永和書道会 

根木白楊 

〒661-0012 

尼崎市南塚口町 5-13-1-407 

tel. 06-7178-8167 

一東 書道 
一東書道会 

井茂圭洞 

〒652-0802 

神戸市兵庫区水木通 4-1-19 

tel. 078-577-1001 

草心 書道 草心会 

〒658-0056 

神戸市東灘区御影町御影字城ノ 

1521-3-302 

tel. 078-846-7744 

ひうん 書道 （有）飛雲 

〒651-0095 

神戸市中央区旭通 5-3-12 竹下ビル 3 階 

tel. 078-261-2575 



書人 書道 玄心会 

〒670-0048 

姫路市船橋町 2-4 

tel. 0792-98-1990 

書の美 書道 
日本書学研究会

（一先会） 

〒651ー0084 

神戸市中央区八幡通 4-1-27-2308 

tel. 078-241-1116 

「滴仙」書道研究 書道 書道研究滴仙会 

〒650-0024 

神戸市中央区海岸通８番 

神港ビルヂング６２４号室 

tel. 078-391-5018 

書香 

かおり 
書道 書道 香瓔会 

〒679-0210 

加東市下滝野 4-107 Ｉ-105 号 

tel. 0795-48-5495 

文学圏  文学圏社 

〒 651-2276 

神戸市西区春日台 1-8-1(浮田 方) 

tel. 078-961-5676 

 

 

 

同人誌・俳句 (順不同) 

名称 部門 発行者 住所・電話 

かつらぎ 俳句 
かつらぎ 

森田純一郎 

〒665-0022 

宝塚市野上 4-8-22 森田 方 

tel. 0797-71-2067 

諷詠 俳句 
諷詠會 

後藤久子 

〒658-0032 

神戸市東灘区向洋町中 1-10-101-1301 

tel. 078-858-2626 

ひいらぎ 俳句 
ひいらぎ発行所 

小路智壽子 

〒657-0065 

神戸市灘区宮山町 2-7-15 

tel. 078-821-0550 

冠句神戸港 俳句 山﨑武彦 

〒658-0026 

神戸市東灘区魚崎西町 4-1-11 

tel. 078-779-2392 

貝の会 俳句 貝の会 
〒651-1212 

神戸市北区筑紫が丘 5-2-10 



同人誌・川柳（順不同） 

名称 部門 発行者 住所・電話 

時の川柳 川柳 
時の川柳社 

矢沢和女 

〒651-1322 

神戸市北区東有野台 4-8-9 矢沢方 

tel. 078-981-5510 

ふぁうすと 川柳 

ふぁうすと川柳

社 

赤井二郎 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通 6-2-19 

甲陽会館内 

tel. 078-360-9005 

 

 

同人誌・短歌 (順不同) 

名称 部門 発行者 住所・電話 

コスモス姫路 短歌 
コスモス短歌会 

姫路支部 
姫路市太市中 678 飯田方 

象 
短歌随筆

ほか 

短歌グループ 

象の会 

〒670-0843 

姫路市城東町清水 13-7-404 楠田方 

 

 

 

団体の情報 (順不同) 

名 称 発 行 発 行 者 住 所 ・ 電 話 

地域創造レター  
地域創造 

 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 2-9-11 

オリックス赤坂２丁目ﾋﾞﾙ９F 

tel. 03-5573-4066 

雪 

 
月刊 

神戸市危険物安全協

会 

 

〒650-0023 

神戸市中央区加納町 6-5-１ 

tel. 078-325-8515 

ひょうご舞台芸術 季刊 
兵庫県芸術文化セン

ター 

〒663-8204 

西宮市高松町 2-22 

tel. 0798-68-0223 

楽報 月刊 
都山流尺八楽会 

 

〒603-8227 

京都市北区紫野北舟岡町 12 

tel. 075-451-2145 



きずな  兵庫県人権啓発協会 

〒650-0003 

神戸市中央区山本通 4-22-15 

tel. 078-242-5355 

神戸商工だより 

 
 神戸商工会議所 

〒650-8543 

神戸市中央区港島中町 6-1 

tel. 078-303-5801 

SOUND A&T  日本音響家協会 

〒183-0034 

東京都府中市住吉町 2-18-1 

fax050-3457-8301 

むすび 不定期 
生田神社 

 

〒651-0011 

神戸市中央区下山手通１丁目２－１ 

tel. 078-321－3851 

神戸佳族  兵庫・神戸 CS の会 

〒650-0022 

神戸市中央区元町通 3-9-4 

元町カルチャー倶楽部内 

 tel. 078-333-5321 

県民だよりひょうご  兵庫県広報戦略課 

〒650-8567 

神戸市中央区下山手通 5-10-1 

 tel. 078-341-7711 

HEM２１  
ひょうご震災記念 21

世紀研究機構 

〒651-0073 

神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2 

（人と防災未来センター） 

 tel. 078-262-5580 

ＨＡＲＴ  兵庫県立美術館 

〒651-0073 

神戸市中央区脇浜海岸通 1-1-1 

 tel. 078-262-0901 

西宮市カルチャー・イ

ベント・カレンダー 
 

（公財）西宮市文化

振興財団 

〒662-0918 

西宮市六湛寺町 10-11 

 tel. 0798-33-3146 

青少年ひょうご  
（財）兵庫県青少年

本部 

〒650-0011 

神戸市中央区下山手通 4-16-3 

 兵庫県民会館 8 階 

 tel.078-891-7410 



ひょうご男女共同参画

ニュース 
 

兵庫県立男女共同参

画センター・イーブ

ン 

〒650-0044 

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

神戸クリスタルタワー7 階 

 tel. 078-360-8550 

印南野文華 

 
 

芸術文化団体 印南

野半どんの会 

〒675-1113 

加古郡稲美町岡 894-2 

gallery guide book  
(有）アートエキスプ

レス 

〒540-0026 

大阪市中央区内本町 1-1-6 

本町カノヤビル 802 

 tel. 06-6945-6607 

THE HPA ニュース  兵庫県写真作家協会 

〒650-8571 

神戸市中央区東川崎町 1-5-7 

神戸新聞社事業局内 

tel. 078-362-7086 

 


