配布場所

住所

淡路市教育教育委員会 生涯学習課
伊丹市教育教育委員会 社会教育課
宝塚市教育委員会 社会教育課
川西市教育委員会 文化国際交流課
猪名川町教育委員会 生涯学習課
養父市教育委員会 社会教育課
香美町教育委員会 社会教育課
豊岡市教育委員会 生涯学習課
三田市教育委員会 社会教育文化財課
篠山市教育委員会 社会教育・文化財課
丹波市教育委員会 社会教育課
太子町教育委員会 社会教育課
宍栗市教育委員会 社会教育課
三木市教育委員会 生涯学習課
明石市教育委員会 社会教育室
播磨町教育委員会 生涯学習グループ
稲美町教育委員会 生涯学習課
小野市教育委員会 生涯学習課
加古川市教育委員会 生涯学習課
高砂市教育委員会 生涯学習課
西脇市教育委員会 生涯学習課
相生市教育委員会 生涯学習課
加東市教育委員会 生涯学習課
市川町教育委員会 生涯学習課
神河町教育委員会 社会教育課
朝来市教育委員会 社会教育課
たつの市教育委員会 社会教育課
佐用町教育委員会 総務課
洲本市教育委員会 社会教育課
南あわじ市教育委員会 生涯学習文化振興課
芦屋市教育委員会 生涯学習課
尼崎市教育委員会 社会教育課
新温泉町教育委員会 社会教育課
加西市教育委員会 生涯学習課
赤穂市教育委員会 生涯学習課
上郡町教育委員会 社会教育課
多可町教育委員会 社会教育課
福崎町教育委員会 社会教育課
三田市役所 広報課
神戸市北区役所 北神出張所
兵庫県教育委員会事務局 淡路教育事務所
兵庫県教育委員会事務局 但馬教育事務所
兵庫県教育委員会事務局 丹波教育事務所
但馬県民局
丹波県民局
淡路県民局
阪神南県民局
東播磨県民局
中播磨県民局
阪神北県民局
北播磨県民局 さわやか県民相談室
西播磨県民局
神戸県民局
県立但馬文教府
（公財）兵庫県芸術文化協会
明石市長室 広報公聴課
兵庫県教育委員会事務局 阪神教育事務所
兵庫県教育委員会事務局 播磨西教育事務所
兵庫県教育委員会事務局 播磨東教育事務所
明石市二見市民センター
三木市堀光美術館
生田文化会館 広報担当課

淡路市生穂新島8
伊丹市千僧1-1
宝塚市東洋町1-1
川西市中央町12-1
川辺郡猪名川町柏梨田字前ヶ谷158-1
養父市養父町広谷250-1
美方郡香美町村岡区村岡390-1
豊岡市中央町2-4
三田市三輪2-1-1
篠山市北新町41
丹波市山南町谷川1110
揖保郡太子町鵤1369-1
宍粟市山崎町鹿沢78-7
三木市上の丸町10-30
明石市中崎1-5-1
加古郡播磨町東本荘1丁目5-30
加古郡稲美町国岡135-1
小野市王子町806-1
加古川市加古川町北在家2000
高砂市荒井町千鳥1-1-1
西脇市西脇771-7
相生市旭1-2-10
加東市下滝野1269-2
神崎郡市川町西川辺165-3
神崎郡神河町寺前64
朝来市朝来町新井73-1
たつの市龍野町富永1005-1
佐用郡佐用町佐用2600-2
洲本市本町3-4-10
南あわじ市湊90-1
芦屋市精道町7-6
尼崎市東七松町1-23-1
美方郡新温泉町浜坂2673-1
加西市北条町横尾1000
赤穂市加里屋81
赤穂郡上郡町大持278
多可郡多可町中区中村町123
神崎郡福崎町南田原3116-1
三田市三輪2-1-1
神戸市北区藤原台中町1丁目2−1
洲本市塩屋2-4-5
豊岡市幸町7-11
篠山市郡家字練兵の坪451-2
豊岡市幸町7-11
丹波市柏原町柏原688
洲本市塩屋2-4-5
尼崎市東難波町5-21-8
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
姫路市北条1-98
宝塚市旭町2-4-15
加東市社字西柿1075-2
赤穂郡上郡町光都2-25
神戸市中央区中山手通6-1-1神戸総合庁舎2階
豊岡市妙楽寺41-1
神戸市中央区下山手通4-16-3
明石市中崎1-5-1明石市役所
西宮市櫨塚町2-28
姫路市北条1-98
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
明石市二見町東二見457-1
三木市上の丸町４−５
神戸市中央区中山手通6-1-40

神戸市立まちづくり会館
サンパル市民ギャラリー
西鈴蘭台文化センター
神戸アートビレッジセンター
北淡センター
尼崎市中央公民館
兵庫県立芸術文化センター
西宮市文化振興財団
西宮市立市民ギャラリー
宝塚市中央公民館
猪名川中央公民館
三田市総合文化センター
姫路市文化センター
コープこうべ生活協同学苑
県立嬉野台生涯教育センター 総務課
小野市伝統産業会館
西脇市民会館
西播磨文化会館
神戸市立博物館
滝川記念美術館 玉青館
神戸ファッション美術館
神戸市立小磯記念美術館
芦屋市立美術博物館
伊丹市立美術館
丹波市立植野記念美術館
西脇市岡之山美術館
あさご芸術の森美術館
NHK神戸文化センター
兵庫県立神戸生活創造センター
兵庫県民総合相談センター
神戸市立勤労会館
神戸市民局 六甲道勤労市民センター
神戸市民局 東灘区民センター
神戸市民局 北区民センター
神戸市民局 西区民センター
神戸市民局 兵庫勤労市民センター
神戸市民局 新長田勤労市民センター
神戸市民局 ピフレホール
神戸市民局 丸山コミュニティーセンター
神戸市民局 須磨区民センター
神戸市民局 北須磨文化センター
神戸市役所 北須磨支所
神戸市民局 垂水勤労市民センター
淡路文化会館
芦屋市民センター
朝日カルチャーセンター・芦屋
兵庫県立図書館
加古川市民ギャラリー
朝日カルチャーセンター・川西
尼崎市総合文化センター
兵庫県立人と自然の博物館
兵庫陶芸美術館
丹波の森公苑
姫路市立美術館
兵庫県立歴史博物館
加古川市総合文化センター
円山川公苑
原田の森ギャラリー
県民会館
神戸市総合インフォメーション

神戸市中央区元町通4-2-14
神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル5階
神戸市北区北五葉1-1-1 神鉄鈴蘭台ビル3階
神戸市兵庫区新開地5-3-14
淡路市富島396
尼崎市西難波町6-14-34
西宮市高松町2-22
西宮市六湛寺町10-11西宮市民会館内
西宮市川添町15-26
宝塚市伊孑志1-4-1
川辺郡猪名川町白金1-74-16
三田市天神1‐3‐1
姫路市西延末石の本426-1
三木市志染青山7-1-4
加東市下久米字1227-18
小野市王子町806-1
西脇市郷瀬町605
たつの市新宮町宮内458-7
神戸市中央区京町24
南あわじ市西淡町松帆西路1137-1
神戸市東灘区向洋町中2-9-1
神戸市東灘区向洋中5-7
芦屋市伊勢町12-25
伊丹市宮の前2-5-20
丹波市氷上町西中615-4
西脇市上比延町345-1
朝来市多々良木739-3
神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDCビル6階
神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー
神戸市中央区東川崎町1-1-3神戸クリスタルタワー6階
神戸市中央区雲井通5-1-2
神戸市灘区深田町4-1-39-401
神戸市東灘区住吉東町5-1-16
神戸市北区鈴蘭台西町1-22-1
神戸市西区糀台5-6-1
神戸市兵庫区羽坂通4-1-1
神戸市長田区若松町5-5-1
神戸市長田区若松町4-2-15
神戸市長田区西丸山町1-7-5
神戸市須磨区中島町1-2-3
神戸市須磨区中落合3-1
神戸市須磨区中落合2-2-5
神戸市垂水区日向1-5-1
淡路市一宮町多賀600
芦屋市業平町8-24
芦屋市船戸町4-1-408ラポルテ4階
明石市明石公園1-27
加古川市加古川町溝之口503-2
川西市栄町25-1 アステ川西6F
尼崎市昭和通2-7-16
三田市弥生が丘6
篠山市今田町上立杭4
丹波市柏原町柏原5600
姫路市本町68-25
姫路市本町68
加古川市平岡町新在家1224-7
豊岡市小島字荷柄1163
神戸市灘区原田通3-8-30
神戸市中央区下山手通5-10
神戸市中央区雲井通8

