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★★★★新年新年新年新年おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう御座御座御座御座いますいますいますいます。 

新しい年の希望、喜びと共に、神戸はどうしてもあの震災の記憶がオーバーラップする新春ですが、 

１５年という節目も終り、いよいよ新しい段階に進む年です。 

昨年街が受賞しました「「「「文化活動功労賞文化活動功労賞文化活動功労賞文化活動功労賞」」」」は、私達が被災後進めて参りました情緒性を織り込んだ街創り、

「「「「プレミアムストリートプレミアムストリートプレミアムストリートプレミアムストリート」」」」への一里塚になったと思っています。 

今夏には西入口に元沖縄芸大学長の大嶺實清先生から送られた「「「「ホワイトカナイホワイトカナイホワイトカナイホワイトカナイ」」」」像が収蔵され、東の「「「「ブブブブ

ルーニライルーニライルーニライルーニライ」」」」像と共にその風格、威厳が、街の守り神としての役割を荷ってくれます。今年も「「「「街衆街衆街衆街衆」」」」の

力を結集し、健康で気持ちの良い街創りを目指して参ります。 

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

★★★★「「「「美美美美らららら島島島島沖縄大使沖縄大使沖縄大使沖縄大使」」」」にににに任命任命任命任命されましたされましたされましたされました。。。。    

沖縄との絆が又、深くなりました。 

この度、久利理事長が「「「「美美美美らららら島沖縄大使島沖縄大使島沖縄大使島沖縄大使」」」」に任命され、1 月 19 日沖縄県庁で

認証式が有りました。 

いつも TV 等でお馴染みの万国津
シン

梁
リョウ

銘文屏風が置かれた県庁知事室で多く

の報道陣の取材を受ける中、安里副知事より認証状を授与されました。 

当日の TV ニュース等でも早速報じられましたので理事長のもとには早速お祝いの電話が殺到したようで

す。全国各地でタイガーマスクのニュースが流れる中、私達の街が進める「「「「夢夢夢夢、、、、未来号未来号未来号未来号プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」も

大きく評価され、ますます沖縄との御縁が強くなって行く事が嬉しいですね。 

 

★★★★気持気持気持気持ちもちもちもちも新新新新たにたにたにたに、、、、2222 丁目新年会丁目新年会丁目新年会丁目新年会がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。    

2011 年 1月 11 日(火)、2丁目恒例の祝賀交歓会が神仙閣で開催されました。 

松谷副理事長の手際の良い司会進行の許、久利理事長のご挨拶があり、2 丁目のこ

れから進んでいく方向を説明していただきました。新しくご参加いただいたご来

賓の竹村クリニック院長竹村先生からも御祝辞をいただき、西尾部長の元気な乾

杯の発声で新年会がはじまりました。神仙閣の豪華で贅沢なお料理をたくさんい

ただき、皆様楽しく時の経つのも忘れて歓談しました。 

 

★★★★これでこれでこれでこれで安心安心安心安心！！！！2222 丁目丁目丁目丁目ののののホームドクターホームドクターホームドクターホームドクターですですですです。。。。 

このたび 2丁目振興組合の産業医をサンプラザ 3階の竹村竹村竹村竹村クリニクリニクリニクリニ

ックックックックの竹村竹村竹村竹村俊哉俊哉俊哉俊哉 院長にお願い致しました。神戸大学医学部を卒

業後高知医療センター副医長、公立穴粟総合病院医長、甲南病院

医長を務めた後平成 7 年震災直後、現在の場所で内科、放射線科

を開業されて 16 年の大ベテランです。 

お気軽に健康に関しての御相談をしてみてはいかがでしょうか。 

（私も実はホームドクターとしてお世話になっています。とっても親切気さくで、

注意深く診て下さる名医です。 一編集員） 

診療時間  午前：9：45 分～13：00 分  午後：14：00 分～17：00 分  土曜は午前のみ       

定休日   日曜、祝日、木曜     TEL:391-3131 

 



★★★★17171717 年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えましたえましたえましたえました。。。。    

16 年前の 1 月 17 日、本当に寒い朝でした。あの日崩れゆく建物、燃え盛る街を目の

前にして何とも言えない憔悴感と行く先の不安で心が一杯に

なりました。あれから 16 年。 

神戸の街並みは確実によみがり、あの時の記憶が薄れつつあ

ります。 

当時、崩れゆくアーケードを目の前にして私たちは安心安心安心安心でででで安安安安

全全全全なななな街街街街がいかに大切かを心から感じたものでした。その想い

と多くのお亡くなりになられた方々への心よりの追悼をこめて、今年もアートスアートスアートスアートス

トリートトリートトリートトリートの讃太陽の前で追悼式を行わせていただきました。    

あの時の想いを忘れずに。プレミアムストリートプレミアムストリートプレミアムストリートプレミアムストリートをめざして、、、 

 

★★★★おおおお正月装飾正月装飾正月装飾正月装飾はははは今年今年今年今年もももも「「「「伝統伝統伝統伝統とととと若若若若いいいい感性感性感性感性」」」」でででで。。。。    

例年どおり生田神社生田神社生田神社生田神社、、、、加藤宮司加藤宮司加藤宮司加藤宮司のののの直筆直筆直筆直筆「「「「初詣初詣初詣初詣」」」」を中心に両サイドバナ

ー・横断幕をひょうご産業デザイン発掘プログラムに応募された多数

の作品の中から夙川学院短期大学、アートカレッジ神戸、神戸電子専

門学校、兵庫県立大学、姫路情報システム専門学校、五校六名を優秀

作品として選びました。そのイメージの斬新さを讃え１月２０日セン

ター街２丁目事務所において記念品を進呈させていただきました。お

めでとうございます。来年のデザインも若い感性が楽しみです。 

 

 

★毎年毎年毎年毎年恒例献血推進運動恒例献血推進運動恒例献血推進運動恒例献血推進運動、、、、今年今年今年今年もももも大大大大きなきなきなきな成果成果成果成果。。。。    

１月１７日の月曜日、「「「「街街街街ぐるみぐるみぐるみぐるみ献血推進献血推進献血推進献血推進デーデーデーデー」」」」が実施されました。例年、

三宮センター街では、１，２，３丁目商店街振興組合とザ・ファーストの

主催で、１月１７日の「「「「震災復興震災復興震災復興震災復興メモリアルメモリアルメモリアルメモリアル追悼式追悼式追悼式追悼式」」」」に併せて「「「「街街街街ぐるみぐるみぐるみぐるみ

献血献血献血献血」」」」を実施しており、今回も街衆街衆街衆街衆の力を挙げて献血推進活動に取り組み

ました。当日は、寒さの厳しい一日ではありましたが、ザ・ファーストの

メンバーを中心に呼びかけ活動と、献血への参加動員を行いました。 

今回も、多くの献血者を確保することができ、寒い中みんなで頑張った甲斐がありました。 

三宮センタープラザ献血ルームの所長からも「皆様お忙しいところまた、お寒い中、誠に有難うございま

した。おかげさまで、献血者の減少する時期に１週間を通して多くの方に御参加頂くことができました。

皆様の御協力に感謝申しあげます。」とのお礼の言葉がありました。これからも「「「「街街街街ぐるみぐるみぐるみぐるみ」」」」で献血推進

活動に取り組みたいと思います。期間中の結果は以下のとおりです。   {献血者数} 

受付者数 献血者数 

    ３３１名     ２６１名 

 

★編集後記 

スポーツ観戦大好きの筆者にとって今年の高校ラグビー決勝は近年まれにみる好ゲームで、観戦するすべ

ての人々を感動させてくれました。劣勢と予想された桐蔭学園が大量リードし、東福岡が徐々に追いつき、

ノーサイドの直前にトライし３１－３１。同高優勝というドラマチックな幕切れとなりました。ノーサイ

ドの瞬間お互いが健闘をたたえて抱き合い観客のだれもが心に熱いものを感じました。しかしそれだけで

はありませんでした。この試合の主審の 2 歳になるお子さんが拡張性心臓疾患で海外での移植を予定され

ていることを知っていた両校のメンバーが試合終了後、主審にその場で渡航費用の足しにと、寄付を手渡

しました。その瞬間その主審は号泣し言葉にならなかったそうです。 

人に優しい人間をスポーツが育てゆく。素晴らしいですね。 

あの人達は優しい、あの店が好き、あの街を歩いてみたいと言っていただくプレミアムストリートプレミアムストリートプレミアムストリートプレミアムストリートをめざ

します。 
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★★★★「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」感謝感謝感謝感謝のののの夕夕夕夕べべべべ    
２月８日（火）午後 6時より広東料理悠苑にて、第 3回「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」でお

世話になった方々をお招きして慰労会が催されました。主催者は KOBE三

宮・ひと街創り協議会とザ・ファーストで、御来賓に全日本空輸㈱執行役員大

阪支店長の木村健司様、神戸市教育長の橋口秀志様、各関係の局長様はじめス

タッフの皆様をお迎えし、なごやかな雰囲気の中で宴が始まりました。冒頭、

久利会長が挨拶の中で「この「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」も来年で４回目を迎えることにな

り、そうなると子供さん達の総数も２００人を超えてきます。なかには２・３

年後に結婚する子供さん達もでてくるかもしれない。子供さん達の心の中で「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」が感謝の心と

ともに受け継がれていき、私達も今度はボランティアで参加したいと思う子供さん達が出てくるかも知れ

ない。それが楽しみです。」といった感謝の言葉に続けて、来賓の木村氏からも温かいご祝辞をいただき、

橋口氏の乾杯の音頭の後、歓談と美味しい料理を楽しみました。その歓談の中でも、皆様から「「「「夢夢夢夢・・・・未来未来未来未来

号号号号」」」」に対する熱意と来年も必ず成功をと呼びかける言葉が数多く聞かれ、その言葉に感激すると共に、熱

い声援、応援、ご協力に本当に頭が下がる思いでした。来年も「「「「夢夢夢夢・未来号未来号未来号未来号」」」」をぜひよろしくお願いいた

します。 

 

★★★★第第第第３３３３回回回回「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」    大変大変大変大変おおおお世話世話世話世話になりましたになりましたになりましたになりました    
ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会の久利会長、及

び㈱神戸サンセンタープラザ平田専務、ＡＮＡの

飯島部長、神戸地下街㈱田近部長、２丁目永塚専

務理事の５名で第３回「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」にて大変お

世話になった沖縄の方々に２月９、１０日の両日、お礼の御挨拶に伺いました。

この中では第４回「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」の企画報告も兼ねていましたが、沖縄の皆さ

んには「神戸はスピードがあって、義理堅い」と過分なお言葉を頂きました。そして今まで大変お世話に

なりました安里副知事が退任されるというご報告を頂き、残念な思いになりましたが、これまでの安里氏

から頂いた御厚情にあらためて感謝いたしますと共に御自愛の上、これからも兵庫、神戸、三宮の街衆と

沖縄の関係を温かく見守り、お力添えいただきたいと思います。長い間の激務、本当に御苦労さまでした。 

 

★★★★素敵素敵素敵素敵なななな絵絵絵絵をををを頂頂頂頂きましたきましたきましたきました    
１月の第３回「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」に参加して下さった神戸市立子育て支援センター子供

の家の架蓮ちゃんが素敵な絵を描いてくださり、樫原所長さんがお届け下さいまし

た。青い海を悠々と泳ぎ、観る者の目をくぎ付けにするジンベエ鮫の絵です。色使

いがとても鮮やかで、本物以上の存在感と、架蓮ちゃんが受けた沖縄の強い想いが

伝わってきます。組合事務所で展示していますので、是非一度御覧ください。 

 

★★★★氏神氏神氏神氏神さんさんさんさん生田神社生田神社生田神社生田神社のののの春祭春祭春祭春祭りですりですりですりです    
私達三宮の氏神さんである生田神社の春祭り(生田祭)が４月１５日・１６日の二日間に

わたって賑やかに行われます。今年の生田祭は兵庫南部地区(兵庫駅南地区小河通り・入

江通り・須佐野通り等)のご奉仕当番により行われます。１６日の神幸祭には５００名に

ものぼる行列が巡行されます。特にこの兵庫南部地区は毎年の生田祭で、子供神輿の地

元地区巡幸を行っておられ、その神輿の巡行の活気、美しさが評判です。ご注目下さい。



また１６日の午後４時３０分頃からはセンター街生田筋角の HATENA インフォメーションセンターにて三

宮地区神受所祭（三宮地区繁栄祈願）が行われます。皆さんも多数御参列下さい。 

    
★★★★新燃岳新燃岳新燃岳新燃岳被災被災被災被災。。。。ガンバッガンバッガンバッガンバッテテテテ、、、、宮崎宮崎宮崎宮崎のののの皆皆皆皆さんさんさんさん！！！！    
2011 年 2月１５日、今も続く噴煙と火山灰の被害を受けておられる宮崎県高原町

（ﾀｶﾊﾙﾁｮｳ）へひと街創り協議会と 2丁目振興組合から計 10万円を寄託いたしま

した。街の活動にも常に先頭に立って献身的に御協力下さる歌手の紘呂しのぶさ

んがこの町の御出身で、とても人事とは想えず、今回の寄託となりました。翌日

早々に町長さんよりお礼の電話が入りました。ご老齢の方々が灰を掃除し、重た

そうに運んでおられる報道を観る度に心が痛みます。一日も早く落ち着かれることを願っております。 

 

★★★★行行行行ってみよかってみよかってみよかってみよか！！！！春休春休春休春休みにみにみにみに    
寒さの中に確かな春の足音が聴こえています。近場のリゾートに神

戸市立フルーツフラワーパークはいかがでしょうか。パンジー・ビ

オラや早咲きチューリップ、すももの花がお出迎えをしてくれます。

遊園地で遊んだり、モンキーショーを楽しみ、バーべキューやスイ

ーツでお腹も満足。天然かけ流し温泉でさらにリフレッシュで一日

をエンジョイできます。春休み終了までの間本誌を提示いただきま

すと、ゴーカート、パターゴルフ（９ｈ）は 100 円引き、おとぎの国回数券 1100 円が 800

円に、モンキーショーは同伴の小学生以下のお子様 2 名まで無料と、おとくなイベント多数

あります。お父さんの評価が上がること間違いなしです。行ってみよっかなー！住所：神戸

市北区大沢長上大沢２１５０    TEL:078-954-1000http://fruit-flowerpark.jp   

 

★★★★消費税完納消費税完納消費税完納消費税完納、、、、ｅ－ＴＡＸｅ－ＴＡＸｅ－ＴＡＸｅ－ＴＡＸ利用推進街頭利用推進街頭利用推進街頭利用推進街頭パレードパレードパレードパレード    
神戸納税貯蓄組合連合会と三宮センター街１丁目・２丁目・３丁目納税貯蓄組合に

よる上記見出しの街頭キャンペーンが神戸納税協会の後援のもと、ハバタンも参加

して２月１４日の午前１１時３０分より開催されました。当日は大阪国税局、神戸

税務署の幹部の皆様にもご列席いただき、三宮センター街を代表して２丁目の久利

理事長が御挨拶、趣旨説明を行った後、１丁目の土井理事長が趣意書を読み上げま

した。これからも私達三宮センター街は税金を正しく理解するとともに、納期限ま

でにお客様からお預かりした消費税を正しく完納することを誓い、ｅ―ＴＡＸによる納税事務利用を促進

したいと思います。 

    
★★★★税務職員募集税務職員募集税務職員募集税務職員募集のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ（（（（平成平成平成平成２２２２3333 年度国税専門官試験年度国税専門官試験年度国税専門官試験年度国税専門官試験））））    
○受験資格  

・昭和 57年 4月 2日～平成 2年 4月 1 日生まれの方 

・平成 2年 4月 2 日以降に生まれた方で、次に該当する方。 

大学を卒業した方及び平成 24年 3月までに大学卒業見込みの方 

人事院が①と同等の資格があると認める方 

○申込受付期間 本年 4月 1 日（金）～4 月 14 日（木） 

○詳しくは大阪国税局（06-6941-5331）・または神戸税務署総務課（078-391-7161） 

編集後記編集後記編集後記編集後記    
日本の２０１０年の名目国内総生産（ＧＤＰ）が初めて中国を下回り話題になっていますね。まだ、国民

一人当たりでは日本のほうが上回っているとも。この関係って、少し神戸と大阪の関係に似ていません

か？人口の差があり、大資本が大阪に流れ込んでいる状況は神戸が大阪を目指し、真似ているだけでは、

そこに活路は見出せないということです。神戸らしさを全面に出し、「神戸って素敵で人にやさしいね、

大好き！」とお客さまにファンになって頂くことが必要です。「「「「夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号」」」」のプロジェクトを初めとし

て、アートストリート構想も、街の美化運動も、献血運動も、そして・授乳・保育施設キッズバルーンの

設置も全て神戸の魅力を上げて行くことなのです。これからも皆様にご理解、ご協力をお願いいたします。 



The 2 Chome Times 平成２３年３月号
ＮＯ１５４．

２０１１．３ .２５．
発行 神戸三宮センター街 2丁目商店街振興組合（tel331-3091）(fax333-8591)
２丁目タイムズ３月号

★東日本大震災救援募金活動を始めています。
誰もが恐れていた大地震が東日本で現実に起きてしまいました。震災でお

亡くなりになられた多くの方々には、心より御冥福をお祈りいたしますと

共に、甚大な被害にあわれた方々に心よりお見舞い申しあげます。私達は

阪神・淡路大震災から学びましたように、不要不急の電話、テンデバラバ

ラの物資の輸送を控えたいと思います。まず私達にできることは、やはり

迅速に義援金を集めて被災された方々にお届けすることです。お知らせで

もお伝えいたしましたように、各店舗に募金箱を設置し、出来る限りの義

援金を集めて神戸新聞厚生事業団を通じて確実に被災地の方々のお役に

立てるようにいたします。日々の避難所での生活に即座に役立つとともに、

これからの生活再建には絶対に義援金は欠かせません。期間は設けず、できるだけ長く活動を続けること

になります。阪神淡路大震災の時もそうでしたが、迅速な全国からの義援金がどれほど役にたち、勇気を

いただいたことでしょう。どうぞ皆様の温かいお心添えとご協力をお願いいたします。

★一刻も速く届けたい。私達の気持を！
私達も加盟している「ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会」が早速動きまし

た。地震発生と同時に募金告知のタペストリー、募金箱の制作、設置そし

て６日目には１５０万円を神戸新聞事業団に寄託しました。いつも一緒に

活動して下さる妃月洋子さん、ミヤギマモルさんもそれぞれライブのチケ

ット代金を持って加わって下さいました。

★私達のヴィッセルも震災支援を始めました
いよいよ Jリーグが開幕し、３月６日（日）にヴィッセル神戸が地元ホームズスタジアム神戸に浦和レッ
ズを迎えて試合が行われ、勝利を挙げた直後に大震災が起きてしまいました。そのヴィッセル神戸が早速、

チャリテイーマッチを行います。このマッチのタイトルには～LET ‘S SUPPORT OUR FRIENDS今こそ
仲間のために行動しよう～という言葉が添えられています。３月２７日（日）に万博記念競技場でガンバ

大阪を迎えて１３時にキックオフされます。チケットは前売り、当日券共に、大人２０００円、小中１０

００円です。つまり、計１万人が観戦するとすれば、１５００万円の売り

上げが予想され、その売り上げ金額に生放送される放映権料も含め、全て

復興義援金として日本赤十字社に寄付されます。それに加え、ヴィッセル

神戸のメンバーは２７日の慈善試合まで募金のために街頭に立たれており、

頭が下がる思いです。サッカーを一度も生で御覧になられたことのない

方々も多くおられると思いますが、プレイは

もちろん、応援合戦も見もので、競技場のピ

ッチは言わば「熱き劇空間」です。一人でも多く現場に行って試合を観戦

されることが、震災で苦しんでおられる方々の助けになります。

お時間の許される方は是非、万博記念競技場まで足を運んでください。

★知っていますか？正確な情報
福島原発の事故で放射線という文言がよく出てきます。目に見え無くて恐ろしいイメージがありますが、

私たちの産業医の竹村クリニックの竹村院長に別紙で詳しく説明をいただきました。ぜひご一読ください。

竹村クリニック：神戸市中央区三宮町１-８-１サンプラザ３Ｆ TEL:391-3131



★P・O・B危機管理株式会社様が東京支社新設
普段、三宮の街の安全を保ち、私達が安心して仕事に打ち込める環境を維持するのに大いに手助けをして

いただいている P・O・B危機管理㈱様が３月３日付けで東京都渋谷区に東京支社を開設されました。経
済活動の活発な関東エリアではそれに正比例して様々なリスク管理を必要とされており、その期待に応え

るべく、この度の運びとなったわけです。センター街１・２・３丁目でも早速、お祝いの品物をお届けい

たしました。皆様の会社でも関東に支店とか、本店をおかれているケースは多いと思います。企業運営や

個人でもあらゆる危機管理が必要とされていますので、何か相談してみたいと思われている方がいらっし

ゃいましたら、下記の東京支社までご連絡をおとり下さい。

東京支社概要 ＜事業内容＞

P・O・B危機管理株式会社 ボデイガード、ストーカー対策等 東京支社長 松下史郎

J・P・O調査合同会社 各種調査等 東京支社長 河合悠希

＜所在地＞

〒１５０－００１１ 東京都渋谷区東 １－２７－２レジデイァ渋谷代官山４０６

＜℡番号＞０１２０－５５２－７８３ ＜Fax 番号＞０３－６８０５－１６４１

★ＨＡＲＥ三宮店オープンしました。
神戸初進出となる、ＨＡＲＥ三宮店。今季のＨＡＲＥは新しい取り組みが目白

押しです。昨年のＡ/ＷにＷＥＢ通販のみでスタートしたレディースのリアル店
舗展開。三宮はその１号店です。また、「チャンピオン」の代名詞であるリバ

ースウィーブのジップパーカーに独自のクレイジーパターンを落とし込んだ

別注パンツなど、既存のライン以外にも別注商品やコラボ商品などの注目アイ

テムを積極的にリリースしています。レディスアイテムも充実しているのでカ

ップルでコーディネートも楽しいかも!? との甲斐真吾店長さんのお話です。

営業時間：11:00～20;00 ℡： 078-393-2149 定休日:年中無休

★２月２６日、ミュージカルを鑑賞してきました
ANAと宝塚大劇場がタイアップした２月２６日（土）「宝塚大劇場 ANA花組貸切
公演」のチケットを ANA様のご好意で、２丁目酒井さん、３丁目寺尾さんが招待
いただきました。ANA木村健司大阪支店長のご挨拶の後、生で観るミュージカル
の迫力に夢中になってしまいました。そして２００９年と２０１０年の「夢・未

来号」で大変お世話になりました ANAの青木様ともお会いできました。その感動
もさめやらぬ 3月 11日未曾有の大震災が起こり東京宝塚劇場での 3月 15日から
3月 20までの雪組の公演はチャリティーとして被災地に義

援金を送られるそうです。また被災地の真ん中におられる ANAの高橋仙台支店長
さんも幸いにして御無事で陣頭指揮をとっていらっしゃると連絡が有りました。沖

縄への「夢・未来号」の成功は当時神戸支店におられた高橋支店長なくしては成功

しないプロジェクトであったことは周知のことです。持ち前の熱い心と行動力でき

っとこの難局を克服されると信じております。私達の想いも共にあります。頑張っ

てください。

★編集後記
巨大な津波を伴った東日本大震災が起きてしまいました。事態が明らかになるにつれて、尋常ならざる状

況に驚き、恐れを抱くばかりです。阪神淡路大震災から１６年。我々は地震と無縁でいることは、どうし

ても無理なようです。震災でお亡くなりになられた方々には心からお悔やみを申し上げ、被災された人々

には本当に一日も早い生活再建を願います。これから復興に向けて皆の心を一つにして頑張ることが大事

です。少しでもお役に立てる事があれば、街衆の絆ですぐに実行したいと思います。

「私たちは共にあり、決してひるまない。負けない」を相言葉に。
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★神戸の街のお守り『ホワイトカナイ』がやってきます。
５月７日（土）午前１０時３０分より、アートスクウェア前にて、一昨年の「ブルーニ

ライ」に引き続き、沖縄陶芸界の第一人者で沖縄芸術大学学長を務められ、現在名誉教

授の大嶺實清先生の連作の一つ、「ホワイトカナイ」のストリート

ミユジアム作品収蔵式典を執り行います。三宮センター街２丁目

は、御来街の皆様に美しいアート作品を楽しんで頂こうとストリ

ートミュージアムの充実に力を注いでいます。当日は、特別の御

配慮でミス沖縄の渡貝知雅子さんも御参加下さり、妃月洋子さん、

ミヤギマモルさんのライブも行います。「夢・未来号」に参加して

下さった子供さんたち、矢田市長、全日空の機長さん、客室乗務員の方々をはじめ、

多くの街衆の仲間と共にお楽しみ下さい。

★「がんばろう日本」ラジオ関西生放送！
２０１１年３月２５日（金）、三宮センター街インフォメーションセンター“ハテナ
“前で「原田伸朗のびのび金曜日」の義援金募金を兼ねた公開生放送が行われました。
未曾有の震災から２週間後でしたので、多くの人々が立ち止

まり耳を傾けて下さいました。沢山のラジオ関西のパーソナ

リティが次々と街頭に立ち、被災地への義援金を呼び掛けま

した。同時にセンター街もタペストリーを掲げ、各店舗で募

金を開始しました。同じラジオ関西の番組の「ハイサイ沖縄」

のミヤギマモルさんと妃月洋子さんも歌と募金の呼びかけをして下さいました。

阪神大震災を経験した私達が今度は東北の方々へ物心両面のエールを送りたい

と思います。息の長い支援を続けて行きますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

★矢野顕子さんのコンサートに行ってきました
１９９５年にやはり震災を経験し、その後７年程運営を休止していた神戸朝日ホールが、

この３月に改めてグランドオープンした直後に東日本大震災が起きました。その神戸朝

日ホールが３月２７（日）～４月３日（日）、７組のアーティストを招き「KOBE
SOUND  FALLING “A  WEEK “ 」と題してオープニングシリーズを開催しまし
た。この公演の売上金の一部は出演するアーティストにも御賛同頂き、義援金として寄

託されています。７組のアーティストのうちのお一人、矢野顕子さんのコンサートに行

ってきました。矢野さんのピアノの弾き語りによるシンプルなコンサートでしたが、イ

メージとは大きく違った彼女の声量の豊かさと、あの鼻にかかる少し高い声と温かい歌詞で独特な雰囲

気のコンサートになっていました。“ Our  love  is  here  to  stay ”という「どんな事が起こっても、
私達の愛はここにあるよ」と東日本大震災で被災された方々のことを想わずにはいられないこの曲を舞

台で改めて歌ってくださいました。神戸の人たちの愛と心はあなた達と共にあると、被災した方々の事

を想いながら聴きました。

★第６回 ＴＨＡNKS ＡＮＡ ＩＮ ＯＫＩＮＡＷＡ
神戸空港開港の時から、「神戸夢・未来号」に毎年全面的にご協力いただいている全日空（ＡＮＡ）さん

に感謝して、今年で６回目となる「ＴＨＡＮＫＳＡＮＡツアー」に１０２名が参加し、２泊３日で沖縄



に行ってきました。滞在先のホテルに安里前副知事が訪ねて来て下さり、久利会長ら関係者１０名と旧

交を温めました。その後沖縄県庁に上原新副知事を表敬訪問しました。噂

通りの快活、豪放なお人柄で、初対面のメンバーもたちまち打ち解け、な

ごやかな雰囲気の中で、今後のより強い交流の話が弾みました。夜の懇親

会では美味しい料理とミヤギマモルさん、妃月洋子さんの素敵なライブを

楽しみました。例年にも増しての快晴に恵まれ、アッという間の３日間で

したが、早くも来年のツアーが待ち遠しくなってしまいました。次回も多

くの参加をお待ちしております。

★初めましてよろしく！「ＤＥＡＲ ＮＡＩＬ ＣＲＥＡＴＩＯＮ＆ＰＡＳＳＩＯＮ」です
３月２６日にオ－プンしました。１階ウィッグはハイブソットから人毛まで数多くと

りそろえております。あなたに似合うウィッグを探してみませんか？２階は高技術・

スピーイディ・低価格のジェルネイル専門のネイルサロンです。爪をキレイにすると

気分がすごく明るくなります。始めての方でも安心してご来店頂ける価格設定になっ

ております。スタッフ一同心よりお待ちしております。

営業時間：10:00～20:00 ℡：078-599-6178 年中無休 店長：竹中麻貴

★私達もよろしく！エコたん三宮センター街店オープンしました
中古携帯などの販売・買取専門店として、４月７日（木）オープンしました。最新機種

から懐かしい機種まで、在庫数 300台以上、価格は新品の半額以下からあります。高
くて手が出なかったもの、探していたけど見つからなかったもの、また限定コラボモデ

ルも当店ならリーズナブルな価格で手に入るかも！使わなくなった携帯の買取、スマー

トフォンアクセサリの販売もしています。ぜひ一度ご来店ください。

営業時間：11:00～20:00 ℡：078-392-2101 定休日：水曜日 店長：山本恵理

★ご冥福をお祈りいたします
株式会社セリザワの元代表取締役・取締役相談役であられた芹澤豊男様が４月３日、午

後３時１５分に永眠されました。享年８５歳でした。告別式が４月６日（火）、１１時

３０分より西宮山手会館にて、各方面より多くの方々の参列の下行われ、三宮センター

街２丁目からも久利理事長をはじめ、大勢の皆様が弔問に足を運ばれました。故芹澤様

は神戸ファッションの創設者の一人として、関西圏だけではなく、関東圏にも出店され、

社業の発展に尽くされると同時に、三宮センター街２丁目の理事として、さらに㈱グレ

ースコウベの社長としても街の発展に尽力され、手腕を発揮されました。私達２丁目に

とっても本当に大切な方で残念な気持ちで一杯です。心から哀悼の意を表しますととも

に、御冥福をお祈りいたします。

★編集後記

東日本大震災が起こってから１か月以上が経過しました。「がんばれ日本」を合言葉に一歩ずつ、いや

半歩ずつ前に進んでいるようです。世界中からも多くの支援と励ましの言葉を頂いています。その中

でアメリカのゴルフ会 PGAのメンバーであるタイガー・ウッズの他、多くの有名選手が贈ってくれた
心温まる励ましの言葉の中で印象に残ったものがあります。それは “ Keep  your  heads  up ” と

いう言葉です。肉親を亡くされたり、全財産を失ってしまい、途方に暮れて頭を抱えている方々には

頑張る気持を持てない方もいらっしゃると思います。「頑張って下さい」という言葉に加えて、「下を

見ないで、顔を上げて行こうよ」という言葉は、希望を失わず前進する力を与えてくれる気がします。

これからの復興には何年もかかるでしょう。それでも東日本で被災された皆様、関東も神戸も、そし

て全国の皆様、顔を上げて進みましょう。私達は負けない。ガンバロウ日本！
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★新たな守り神｢ホワイトカナイ｣収蔵！！
５月７日（土）私達の街に新たなアート作品がやって来ま

した。アートストリート構想の第１２作目で、埋め込みモ

ニュメントとしては６作目として２丁目の西側（ドンク

前）に「ホワイトカナイ」が収蔵されました。沖縄には、

はるか昔より平和と安寧、五穀豊穣がもたされるというニ

ライカナイ伝説があります。作者の大嶺先生（別紙参照）はこの伝説がお好きで、２

丁目の守り神として東にブルーニライ（２００９年収蔵）西にホワイトカナイ（今回

収蔵）をおつくりいただき、私たちが目指している安心で安全で人に優しいプレミア

ムストリートの為にお力を頂きました。

当日は大嶺先生御夫妻、矢田立郎神戸市長はじめ、ミス沖縄の渡具知雅子さん、神戸・

夢未来号に参加された子供さん達、それをバックアップして頂いた ANA の方々等、多くの人々に祝福され
て式典が行われました。また、仲井眞沖縄県知事よりご丁寧な長文の祝電を頂き、あらためて沖縄の人々の

熱い気持ちを感じました。式典の２部として妃月洋子さんとミヤギマモルさんによるライブがあり、華やい

だ雰囲気の中、無事収蔵式典が終了いたしました。未来に向かってまた新たな気持ちを皆様から頂いた気持

ちになりました。がんばろう日本。がんばろう神戸。

★久利理事長被災地、仙台にお見舞い。
大阪空港から全日空ＡＮＡの仙台への直行便が５月８日まで

コマ切れで運航されるようになりました。待ち望んでいた便の

始発７時１５分で俵万智さん、仙台日赤病院桃野院長さん、Ａ

ＮＡ仙台支店高橋支店長、須田さん初めスタッフの方々を激励、

慰労の為に訪問しました。かつて２丁目の旅行でも訪ねた東北

の玄関口仙台空港は滑走路こそ入念に整備されていましたが、ロビーは簡素な仮設で

運営されていました。早朝にもかかわらず高橋支店長、須田さんがお出迎え下さり、

空港、市内までの状況を説明して下さいました。津波が襲い一面平地となったところ

に紙クズのように大量の車が打ち捨てられ、改めて自然の力の凄さを思い知らされま

した。ＡＮＡの支店でも、病院でも復興にかける熱い想いを感じ、私達も息の永い支援を続けなければと改

めて思いました。

★２丁目総会が開かれます。
三宮センター街２丁目商店街振興組合の第３８回通常総会が５月２７日（金）午前１１時、センタープラザ

西館６階８号室で開催されます。２丁目振興組合の街の運営に関する方針が明示され、昨年の活動実績、さ

らに会計に関しても、それぞれ資料が用意され説明されます。さらにＰ・Ｏ・Ｂ森川社長から、現状のセン

ター街の安全性や過去の犯罪事例などについても、時間の許す限り詳しく報告していただく予定です。日頃、

街の運営に関してあまり御存じない方も是非この機会に総会に出席していただいて、私達の進めるプレミア

ムストリート構想に御理解を深めていただければと思います。

★夢・未来号 写真展
三宮センター街インフォメーションセンター“HATENA”でスタカメ塾のメンバーによる神戸夢・未来号に参
加した子供さんとスポーツの写真展が行われました。スタカメ塾はウイングスタジアムと神戸アスリートク



ラブのコラボレーション事業としてプロカメラマンによる指導の下、撮影技術の向上を目指して活動してい

ます。施設の子供さん達を沖縄へという熱い気持ちから始まりました「夢・未来号」プロ

ジェクトに今回も参加して、貴重な場面を記録してくださいました。出発式の際、“笑顔
の写真をたくさん撮ってきます！”とおっしゃておられた女性のカメラマンの方が当番で
いらっしゃいましたが、子供さん達の楽しそうな写真と、沖縄での心温まるお話に癒され

た写真展でした。

★大変お世話になりました
戦後の街創りを進めた諸先輩方と共に、アーケード建設、設備投資等々にお力添え、御指導

をいただいた四国銀行頭取の故濵田耕一様の御令室美智子様が５月３日、８６才で御逝去に

なられ、ゴールデンウイークの渋滞を極める中、久利理事長が高知を弔問致しました。神戸

で行われた昨年１２月１４日の濵田頭取を偲ぶ会にも長駆、神戸を御子息様とお訪ね下さり、

いつもの穏やか、温かな笑顔で復興へのお言葉を頂いた事を思い出しています。御冥福を心

よりお祈り致しています。

★世界中で大人気！日本初上陸ブランド「PANDORA」が三宮にオープンしました。店長さん
からのメッセージ

人生は一瞬一瞬が織りなすストーリー。あなたの思い出や夢や希望を一つ一つ紡いでジュ

エリーとして身にまとう。PANDORA（パンドラ）は誰にも真似できない、あなただけ
の個性的なコレクションを叶えます。PANDORA のブレスレットはあなたのストーリー
を彩るにふさわしいチャームを選ぶところから始まり、その数６００種以上！あなたの大

切な思い出の刻印となるべく、全て心を込めて手作りで作られています。一人一人の個性

を表現できるジュエリー。それが世界中の女性を魅了し続けるブランド、PANDORA です。スタッフ一同、
心よりお待ちしております。

営業時間 １１時～２０時 年中無休（元旦除く）℡：078-321-6880 店長 元兼真由美

★㈱神戸サンセンタープラザの社長が交代します
５月末日で㈱神戸サンセンタープラザ社長を退任される能勢 均様から２丁目商店街振

興組合の皆様へ以下の御挨拶を頂きました。。

「皆様の熱い、熱いご厚情を受けましたことを心から御礼申し上げます。３年間、本当に

お世話になりました。文化の香り高い、さわやかな風が心地よいストリートとして、益々

発展されますことをお祈り申し上げます。ありがとうございました。」

能勢社長は御存じの様に熱血漢で、いつも全力で物事に取り組んでこられ、夢・未来号プ

ロジェクトでも額に汗して走り回られていました。能勢社長の残された功績を私達は忘れ

ません。本当に御苦労様でした。

続いて、あらたに着任される片岡利治新社長からも御挨拶を頂いておりますので、プロフィールと共にご紹

介させていただきます。

「着任早々、５月７日に三宮センター街２丁目ストリートミュージアム作品収蔵除幕式に参加させて頂きま

した。「ホワイトカナイ」はじめ多くの作品を拝見させていただき感動しました。これからの街づくりに貢

献していきたいと思っています。」 片岡利治新社長プロフィール

昭和２６年２月１６日誕生 平成１７年４月 神戸市水道局総務部長 平成２０年４月 東灘区長

平成２３年３月 神戸市退職 片岡新社長、これからどうぞよろしくお願いいたします。

★編集後記
久しぶりに喜ばしいイベントとして、２丁目にストリートミュージアム６作目となるホワイトカナイが収

蔵されました。震災以降、気分が落ち込み気味でしたが、ホワイトカナイ並びにブルーニライで新たな物

語りがこの街に生まれました。５月４日に JR 大阪駅北側の新駅ビル「ノースゲートビル」がオープンし、
大阪駅と合わせて、大阪ステーションシティーとして人気を集めています。我が街三宮は大阪と同じやり

方ではなく、一人一人の神戸大好きなファンを増やしていきたいのです。そのために街には物語りが必要

ですし、お客様をお迎えする私達の温かさ、人に対するやさしさが必要なのです。これからもアートスト

リート構想を進め、お客様に対する接し方を大事にし、多くの神戸大好きな人々を増やして行きましょう。
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★第３８回通常総会、無事終了しました
５月２７日（金）１１時より三宮センター街２丁目の第３８回通常

総会がセンタープラザ西館６階会議室で開催されまた。

総会では「明るく安全で美しい街創り」と「ストリートミュージア

ム」を掲げる２丁目の基本方針を久利理事長初め、各担当副理事長

から報告がありました。また御来賓としてお越しの、神戸空港ターミナル㈱代表取締

役社長松崎昭様、今年の５月末に退任された㈱神戸サンセンタープラザの能勢前社長

と片岡新社長から御祝辞をいただきました。街の安全を守って下さっている、㈱ＰＯＢ松下部長からも最近

のセンター街の保安状況についての講演も有りました。

★６６年目の全沖縄戦没者慰霊式に参列しました。
私達の街も参加しています神戸の１５の児童養護施設で生活を送る

子供さん達が６年生になると全員「沖縄」に御案内する「夢・未来号

プロジェクト」で毎年沖縄の皆さんには官民挙げて大変な御協力をい

ただいていますが、今次の大戦において県民の内、４人に１人が死亡

するという大きな犠牲者を出しました。それを悼み心から御冥福をお

祈りする為に久利理事長を初め４名の方々が参列しました。快晴の摩文仁の丘の特

設会場では菅首相はじめ衆参両院議長等５０００名が戦没された方々、東日本、阪神淡路大震災で御逝去に

なられた方々の御尊霊に対して正午の時刻と共に、深い黙祷を捧げ、不戦の誓いを新たに致しました。

★“山口さとこ先生訪問・個展“
5 月 30 日亀岡にある山口さとこ先生のアトリエを訪問しました。

道なき道を行くこと 3時間、山の中に先生とお父様の牧生先生の作品を

展示しているｍｉｃｈｉ－Ｇａｒｄｅｎがあり、雨上がりの中１つ１つ

作品を解説していただきました。

お母様は詩人でお庭を大変愛されていたそうで、そのお母様を偲んで作

られたお庭だそうです。石の作品に対する思い入れなどお聞きして学ぶ

ところ多く、アーティストの純な魂に触れる事が出来ました。牧生先生

の作品もストリートミュージアムに収蔵される予定になっています。又６月４日より

１７日までギャラリー開にて、さとこ先生の個展も開催されました。土の臭いのする

顔をモチーフにした石の彫刻が今回も並び、さとこ先生の独特の世界が繰り広げられていました。

★行ってきました。壮観でした。
先月１７日から２７日まで、神戸市役所２階の市民ギャラリーにて

川西英先生の名作「神戸百景」の展覧会があり、早速拝見いたしまし

た。２丁目オリジナルワインラベルで御承知のように、先生は神戸を

こよなく愛し、その風景を版画にしたためておられます。今回は１０

０景すべてが展示され、まさしく壮観でした。作品を拝見しながら、

懐かしい想いになったのは私だけではないと思います。神戸を温かな

眼差しで見つめていらっしゃる先生のお姿が見えるような展覧会でした。



★善意の日～ “人に優しい街” をめざして
６月１日（水）に兵庫県民局局長、近田幼稚園の園児の皆さん、フラワープリンセス、

県の関係者の方々、各振興組合の代表者の方々も加わり、三宮駅連絡地下通路内広場に

て「善意の日」の記念行事が行われました。三宮センター街より兵庫県ボランタリー基

金に寄付をし、その後センター街にて啓発活動が行われました。これからも三宮センタ

ー街は人に優しく思いやりがある街創りを目指して行きます。

★暑さを乗り越えよう！街の守護神 竹村先生にうかがいました
これから夏にかけて、気温の上昇とともに、腸管出血性大腸菌をはじめ、サルモネラ、カンピロバクタ

ーなどの食中毒菌の増殖しやすい環境となります。また通常は冬季に流行の多かったノロウイルスも最

近では通年的に発症が認められるようになっております。食中毒の発生に十分注意してください。予防

としては、食材の購入、保存、調理、再加熱に注意が必要ですが、基本はやはり小まめな手洗いと加熱

です。予防には上記の菌種では７５度で１分以上の加熱が必要です（ノロウイルスは８５度）。

焼き肉、ＢＢＱでは生の食材を扱うお箸、トングなどを必ず別に使用して下さい。

産業医 竹村クリニック 院長 竹村 俊哉 TEL:391-3131

★三宮センター街も節電に協力します。小さな行動が大きな力に！
先日、各組合員の皆様にも緊急の節電に関する説明会の御案内をお配りしましたが、積

極的に街全体で節電に取り組んで行く運動をスタートしています（横断幕やステッカー

で広く告知していきます）。既に１７日（金）より、１１時から１７時までアーケード

の看板類の減灯を始めています。減灯中は天候によっては多少の暗さを感じますが、逆

に店舗の明かりが冴え、商品が美しく見えるという効果もあるようです。各店舗におか

れましても７月７日（木）の節電の説明会に積極的に参加していただき、省エネで話題になっているＬＥＤ

ライトへの交換、そしてトータルでの節電への取り組みに大いに参考にしていただければと思います。節電

の問題は長期に亘ると思われますので、どうぞよろしくお願い致します。（各看板のスポンサーさんすべて

に格別の御理解、御協力をいただきました。お礼申しあげます。）

★Green Parks  TOPICさんがオープンしました。
６月３日にグリーンパークストピックさんがオープンしました。１０代から５０代のワー

ドローブをリーズナブルなプライスで提供するお店です。コンセプトは「２０ブランド以上

の幅広いアイテムを常に取り揃え、お客様のライフスタイルに合わせたコーディネートをト

ータルで提供する高感度セレクトショップ。ベーシックながらもさりげなくトレンドを取り

入れたオリジナルブランドも展開しております」と店長 西川美希さんからメッセージをいただきました。

℡：078(392)7088 定休日：第３水曜日 営業時間：11:00～20:00
２丁目へようこそ。 これからよろしくお願いします。

★生田神社に参拝に行ってきました
東日本大震災から１００日以上が経過しました。阪神大震災を経験し

た私達は、改めて両震災の犠牲者に祈りを捧げるとともに、我が街の

発展に貢献して下さった亡き先輩方に想いを馳せ、この街を見守って

いただくために、㈱サンセンタープラザとセンター街２丁目の役員で２１日の３時か

ら生田神社に参拝致しました。厳粛な空気のなか、理事長の玉串奉奠と共に全員で御

祈祷を賜り、被災地のみならず神戸と日本全体に活気を取り戻しますようにと祈りを捧げてきました。負け

ないで頑張りましょう。

★編集後記

６月１９日の午後８時から NHKＢＳ放送で「日本の歌」が放送されました。石垣市からの中継で、千昌夫
さん、加藤登紀子さん、鳥羽一郎さんなど、日本を代表する歌手が沖縄をテーマにステージに立たれていま

した。そこに何と私たちの仲間で石垣島出身のミヤギマモルさんが登場し、得意の三線を披露されました。

クライマックスは、ミヤギさん作詞作曲の「八重山（ﾔｴﾏ）」を千昌夫さんが熱唱し、その後ろで三線を弾き

ながら歌詞をくちずさんでいたミヤギさんが印象的でした。ここだけの話ですが、いつもライブで聴くミヤ

ギさんのほうが声量もあり情緒もありよかったなぁ、、、と思ったのは私だけでしょうか？ミヤギさん、とっ

ても素敵でしたよ。
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★１丁目の理事長が交代しました
５月末にセンター街１丁目振興組合の理事長が土井一三氏から㈱紅屋の

松谷齊泰（マツタニ トシヤス）氏に交代しました。そこで松谷新理事長

にこれからの方針をお伺いしました。その中で「街なみのデザインや機能

を総合的に検討して改善する・規律のある営業活動の啓蒙を推進する・各

組合員の組合活動への参加を促進する」を中心に新しく街創りを進めてい

きたいと考えていること、そしてセンター街全体としての企画を発案し、

販売促進も活発にしていきたいと付け加えておられました。１丁目は加盟

店も最多ですし、センター街の中でも重要な位置を占めますので、その重責は大変なものだと思います。

どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

★沖縄泡盛の利き酒に行って来ました
６月２７日（月）に大阪の中津にあるラマダホテル

で関西泡盛同好会主催の３０周年記念イベントと

して、数多くの泡盛大好きファンを集めて、泡盛の

利き酒会が開かれ参加してきました。冒頭、東日本

大震災の犠牲者に黙とうで哀悼を捧げました。琉球

時代に中国からの冊封使を歓待するための舞いや

伝統的な民族舞踊で楽しませていただき、その後、沖縄本島のみならず宮古島や

八重山の酒造所からの出展も受け、なんと４７社の酒造所からの泡盛の大判振る舞い！正直、その泡盛の魅

力で溺れてしまいそうでした（泡盛恐るべし！）。ふらふらになりながら、十分に堪能し、なんとか無事に家

に帰ってくることができました。すばらしき泡盛に万歳！！

★「節電」全力で取り組みます
７月７日（木）の１１時からサンセンタープラザ西館の６階で関西電力㈱の神戸

営業所の所長岸本氏、お客様センター所長の伊藤氏、並びにパナソニックの牧野

氏他数名の方をお招きして、組合員の皆様を対象に原子力発電所、電気の需給状

況と節電の説明会が開かれました。関西電力㈱が管理し

ている福井県に集中する原子炉は福島県の沸騰水型で

はなく、加圧水型であること、それと関連して全ての電

源が消失した場合は蒸気駆動ポンプでの給水で冷却が

可能なこと、さらに使用済み燃料プールは地上レベルにあり、消化水等の補給に

より冷却が可能であることなども説明されました。節電に関しては、特に平日の

昼間の節電が大事であり、店舗の場合は時間帯による節電が困難な事から、基本的にはＬＥＤ電球への交

換を進めて行くこと、そして関西電力㈱やパナソニックが店舗別の相談、推奨商品の紹介も検討中である

ことも紹介されました。私達が一番恐れているのは連鎖的に起きる大停電です。これが起きてしまうと、

本当に電力が必要な病院や介護施設にも電気が回らなくなります。三宮センター街も皆様からお預かりし

ている公共の空間です。できる事から少しずつでも節電を推し進めて、危機に対処できるよう協力して行

きましょう。

★生田神社の大海夏祭り



今では神戸の夏の風物詩となり、多くの市民に親しまれている生田神社の摂社大海神社の夏祭りが８月３・

４・５日の３日間にわたって開催され、恒例となったのど自慢大会を初め、様々な催しが行われま

す。特に８月４日（木）には私達センター街２丁目や三宮全体で応援してい

る妃月洋子さん、ミヤギマモルさんのライブが午後８時頃から始まり、それ

に続いて８時１５分頃から今年のサンクスＡＮＡ沖縄でもライブを行って

頂いた音寺しおりさんのミニライブが行われます。また神社の境内では夜空

BAR・占いコーナー・ボディペイントなど多くの趣向を凝らした特設コーナ
ーが出店されます。今年の夏は夕涼みも兼ねて生田神社の夏祭りに行きましょう。

★「夢・未来号」写真展に行ってきました
サンチカ夢広場にて行われている夢・未来号の写真展を見に行ってきました。沖縄での

楽しそうな子供さん達と美ら海などの風景に癒されました。週末で人が大変多く、子供

さん連れの方も見ておられました。同時に神戸空港で働くＡＮＡ職員の写真も飾られ、

夏休みの自由研究にいいのではと思いました。神戸ベアーと沖縄のパンフレットにも人気が集まりました。

★行って来ました。三輪 華子先生の個展
７月１５日に東京の三越日本橋本店６階で三輪華子先生の個展に行って参りました。

さすが三越本店の美術のセレクション。朝１０時開店と同時に行きましたが

周りを見ると上品な老夫婦や上質なジャケットに身を包んだ御婦人等、それ

なりの方々が焼き物や絵画を興味深く御覧になっていました。その一角に約

３０坪ほどのホールで三輪 華子先生の個展が開催されていました。「みら

いさび」のテーマのもと、絹や竹といった自然の素材で組み立てられた茶室

が設置され、崇高な雰囲気の中、約３０点ほどの作品が展示されていました。メイン

のウィンドウにはアートストリートに寄贈いただいた「愛蓮」が展示してあり、異次元の空間を感じるほど

でした。華子先生、あらためて「愛蓮」本当にありがとうございました。大切に致します。

★紘呂しのぶさんのサマーディナーショー大盛況
歌だけでなく、宮崎県たかはる町親善大使として、又、街衆とジョイントした各種ボランティア

活動でも大活躍しておられる紘呂しのぶさん恒例のサマーディナーショーが 7月 15日（金）神戸

メリケンパークオリエンタルホテルで盛大に催されました。今回のディナーショーは東北へのチ

ャリティーも兼ねていました。

★新しいジュエリーショップがオープンしました
先月オープンしたジュエリーサロン三宮商店街店です。貴金属・ブランド・金券のお買取り

をしています。皆様、ご自宅の箪笥の肥やしになってしまったジュエリーはございませんか？

片方だけで使えないピアスやイヤリング・取れて使わなくなった金歯・石が外れてしまった

り、デザインが古くて使えない指輪などなど。どんな物でも無料で査定させていただきます

ので、是非、当店にいらして下さい。査定は無料ですし、スタッフが丁寧にお答えします！

現在オープンキャンペーン中で無料クリーニングを実施しており、５分ほどでとても綺麗に

なりますので、是非こちらもお気軽にご利用下さい。店長の辻本基子さんからのメッセージ

です。 営業時間：10:30～19:30 ℡：078-321-0778 年中無休

★編集後記
本当にやってくれましたね！なでしこＪＡＰＡＮ！日本国民が一体になった瞬間でした。小柄な体格ながら、

できることの全てを全霊を込めて行った結果でしょう。この日本の困難な時期に私達も前進すべく、やはり

全霊で問題にぶち当たれば目標に到達できるはずです。決して負けない強い心を一人一人が持った国民性な

のだと信じています。電力のひっ迫や、それに伴う生産性の低下も目先の大きな問題ですが、私達なら対処

できるはずです。あきらめずに、がんばりましょう！
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★恒例、街の献血運動
８月５日の金曜日、「街ぐるみ献血推進デー」が実施されました。例年、三宮センター街では、

「街ぐるみ献血」を実施しており、今回も街衆の力を挙げて献血推進活動

に取り組みました。台風の接近に伴い、大変蒸し暑い中ではありましたが、

呼びかけ活動と献血への参加動員を行い、参加動員は８月５日から１１日

まで実施しました。今回も多くの献血者の確保ができ、暑い中、皆で頑張

った甲斐がありました。三宮センタープラザ献血ルームの山本所長さんか

らも「皆様お忙しいところ、また暑い中、ありがとうございました。おかげ様で当日は、多くの方の献血参

加、また期間中にはメンバーの皆様のご協力があり、再オープン以来最多の献血者を確保することができま

した。皆様のご協力に感謝申しあげます」とのお礼の言葉がありました。これからも「街ぐるみ」で献血推

進活動に取り組みましょう。当日の結果は以下の通りです。

「献血者数」

三宮センタープラザ献血ルーム（西館３階）

℡391-7070 オープン：11:00～13:00
 14:00～18:00 休日：元旦のみ

★夏の風物詩、三宮繁盛地蔵盆
三宮センター街１丁目の京街筋を少し南に下がったユニクロの斜め前辺りに、お地蔵さまがあるのを皆様は

御存じですか？お地蔵さまの起源ってお釈迦さまがこの世に出られる前の古代印度で「大地の神」として崇

拝されていた神様が後に仏教に取り入れられて地蔵菩薩になったそうな。阿弥陀さまが清らかなお浄土（皆

が願い求め、生まれようと望む極楽浄土）に居られるのに比べ、お地蔵さまは地獄のどん底にお住まいにな

って、そこに落ちてくる一切の衆生(ｼｭｼﾞｮｳ)をひとり残らず救うことを悲願とされた、ありがたい仏さまな
のだそうです。「地獄に仏」といった感じから地蔵さまの信仰が盛んになったそうです。そんなお地蔵さまの

イベントが地蔵盆で、今年も８月２３日(火)、２４日(水)の二日間開かれ、アーケードに飾られた赤白の提灯
や手作りの縁日がお祭りムードを盛り上げていました。夕涼みがてら多くの若者もこの夏のひと時を楽しん

でいるようでした。まだご存じでなかった皆様も来年は一度お地蔵さまに会いに来られては如何でしょうか。

★１０月の懇親旅行
今年の懇親旅行は石垣島になりました。沖縄本島と違って、石垣島となると来訪さ

れた方は少ないと思いますので、少し予習して参加すれば旅の楽しさは倍増します。

石垣島は八重山群島の中に位置しており、台湾までわずか２７８ｋｍしかありませ

ん。八重山エリアの８８％の人口が石垣島に集中しており、

市街地は都市化されていますが、一歩住宅地に入ると赤瓦屋

根の民家や亜熱帯の色彩豊かな花や緑の濃いフクギが顔をの

ぞかせ、のんびりした南琉球の生活の香りを感じることができます。市街地の中心にある公設市場では亜熱

帯でしか見ることのできない野菜や果物、そしてカラフルな魚が見られ独特の生活文化を体験することがで

きます。見どころは石垣島で最も美しい場所と言われている川平湾や玉取崎展望台、八重山鍾乳洞、宮良川

のマングローブなどで、川平湾では今回のツアーでも利用するグラスボートで美しいサンゴを見るのも楽し

みの一つです。そして石垣島の周りにある島々で特に大自然が残る西表島は是非訪れて頂きたい場所で、珍

しい動物・植物それに昆虫など身近に観察でき、特徴のある多くの川で遊覧船やカヌーを楽しむこともでき

ます。どうですか？もう旅行気分になってきたでしょう。是非皆様、懇親旅行に御参加下さい！

受付者数 採決者数

６９名 ５２名



★“劇団四季ア・イーダに２丁目選抜美女軍団が行って来ました“
先日劇団四季ア・イーダを見に行ってきました。２０００年ブロード・ウエイで上演し

好評を得てトニー賞などを受賞したヒットミュージカルです。音楽監督はエルトン・ジ

ョンが参加しており古代エジプトを舞台に繰り広げられる奇跡のラヴ・ストーリーです。

祖国の愛・友情・家族の愛がテーマになっていて劇団四季の圧倒的な歌唱力とダンスに

魅了されました。セットも個性的であっという間に終わってしまったと言うのが正直なところでした。ＪＲ

大阪駅も新しい施設が増えていますし、ハービスエントも素敵なお店が多いので勉強になりました。

★街の守護神 竹村クリニックから前立腺がん検診（ＰＳＰ）についてのお知らせ
前立腺とは、男性の膀胱の下にあり尿道を取り囲むように存在するくるみ大の臓器です。男性ホルモンの影

響を受け、中高年になると肥大し、尿道を圧迫し尿の勢いが悪くなることがあります。しかし同様の症状を

示す前立腺がんが日本でも急激に増加しており、心配されています。このがんは血液中のＰＳＰ（前立腺特

異抗原）を調べることにより早期発見することができます。注意点としてはＰＳＰが高値でも必ずしもがん

とは限らず、良性の前立腺肥大症であることもありますが、精密検査を受けていただくきっかけにもなりま

すので、５０歳以上の方は年に一回程度のＰＳＰ測定をお勧めします。検査自体は５cc程度の採血のみです。
診察時間 午前：9：45分～13：00分 午後 14：00分～17：00分 土曜日は午前のみ

定休日 日曜、祝日、木曜 場所：サンプラザ３階 ℡：391－3131

★アーケード屋根改修工事
梅雨時に何人かの組合員様がアーケードからの雨漏りでご苦労されたことと思います。その度ごとに少しず

つ手直しや補修はしてきましたが、いよいよ屋根の部分のポリカの痛みが激しくなり、阪神大震災以後初め

ての大規模改修が行われることになりました。この９月から開始いたしますが、まず痛みのひどい西半分を

第一期工事とし、東半分を二期工事として行う予定です。騒音等で御迷惑がかからないように、工事は昼間

と夜間の両方で進めて行きますのでご安心ください。もちろん安全性には特に配慮いたしますので皆様のご

協力よろしくお願いいたします。万一の場合連絡先：㈱大貴工建 担当：林 ℡:0798-61-9688

★新店舗紹介 エクセルコダイヤモンド神戸店
７月２９日にオープンしました。ご婚約指輪やご結婚指輪のブライダルジュエリーを主に扱い、

また記念日等のジュエリーも多数ご用意しております。エクセルコはベルギーのアントワープ

にある研磨会社で、２００年以上に渡って続く由緒あるブランドです。神戸店は日本で東京に

次ぐ２番目に出来たお店で、現在は国内２０店舗を展開しています。アフターサービスも充実

しており、多くのお客様から喜びの声を頂いております。是非、最高の輝きを放つダイヤモン

ドを見に来てください。世界でたった一つだけのお二人の想いのこもった指輪を当店のコンシ

ェルジュ一人一人が心を込めてご案内させて頂きます。Tel 078－327－4311

店長：山下晋吾 営業時間 11：30～20：00 年中無休（12/30、1/1 を除く）

★編集後記
御覧になられましたか？６日の神戸花火大会。今年は例年にも増して美しかったようです。それに１１日に

も「LIGHT UP NIPPON」の名のもと被災地の岩手、宮城、福島県でも大がかりな花火大会が開催されまし
た。１６日は五山の送り火があり、思い起こせば、ルミナリエも阪神大震災の起こった年から始まり、「追悼」

と「復興」に想いを馳せながら美しい光に感動しました。このように人は「美しい光」に感動し、希望を感

じてきました。我が街２丁目でも現在進めているアートストリート構想による街創りの中で、通りに埋め込

まれたアート作品を美しい光で照らしだし、夜間の安全性だけではなく、文化や芸術面からも格調の高さを

感じることができるようにするストリートミユージアムが進行中です。美しい光の柱が何本もアーケードか

ら作品を照らしている様を想像してみてください。きっと素敵な光景に違いありません。これからも詳細を

報告してまいります。
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★皆様の大切な義援金をラッコハウスにお届けしました
３月１１日の震災直後から皆様の店舗にボックスを設置し、ご協力をお願いしてま

いりました義援金を一度回収しましたが、その総額が５７５，８７１円になりまし

た。ご協力に感謝いたします。

この浄財をどのように被災地にお届けするか私達は真剣に考えました。私達の街は

「人にやさしく」というテーマを常に考えており、児童養護施設の小学 6年生を毎
年、沖縄に招待している「夢・未来号」プロジェクトもその一つです。

そして今回の義援金はその流れの中で、仙台市に拠点を置く特定非営利活動法人ワ

ンダーポケット様に８月３０日付けで全額を寄付させていただきました。ワンダー

ポケット様は現在、南三陸町と石巻市で２か所の保育園を支援しており、その他に

「ラッコハウス」という施設を運営しておられます。

具体的には仙台市青葉区滝道にあるアパートの一室がそれに当たり、東北大学病院などで病気を治療して

いるお子様とそのご家族に家族水入らずで過ごすことのできる宿泊施設を提供することを目的としてい

ます。病気のお子さんは家族や兄弟、友達と離れて寂しい思いをしています。付き添うご家族もまた精神

的、経済的な負担が大きく、少しでも看護の疲れを癒していただくのが目的です。

ラッコハウスはワンダーポケット会員の会費、及びラッコハウスの主旨にご賛同いただいた企業・団体・

個人の方の寄付によって運営されており、この度の貴重な義援金をその一助にすべく送らせて頂いた次第

です。

国立病院機構仙台医療センター小児科部長でワンダーポケットの理事長の田澤雄作氏からも感謝のお手

紙を過日頂いております。これからもひき続き皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

★“今年のラベルは(神戸旧居留地)に決定！“
恒例の 8 年目を迎える神戸ワインをベースとした 2 丁目オリジナルワインが出来上

がりました。川西英先生の作品から(神戸旧居留地)をラベルに選びました。１０月

２８日金曜日に皆様の手元にお届けします。社員の皆様やお世話になっているお客

様、それにお知り合いの方にワインを差し上げるのも毎年の恒例になりました。

ワインと合う料理をさがすのも楽しみのひとつだと思います。自然の恵みがたっぷ

りの２丁目ワインを堪能してください。

★神戸ビエンナーレ２０１１ －もうすぐ開幕―
神戸ビエンナーレ２０１１が１０月１日（土）から１１月２３日（水）まで開催され

ます。会場は神戸ハーバーランド内のファミリオ会場（有料）、キャナルガーデン会

場（無料）やポーアイしおさい公園（無料）、兵庫県立美術館（有料）、元町高架下Ｊ

Ｒ神戸駅～元町駅間（無料）など、さらに広がりました。今回のテーマは「きら kira」
輝きを表わす言葉で個性あふれるアートだけではなく、大道芸やコンサートも展開さ

れるそうです。我が街も「ストリートミュージアム」の芸術文化を通してきら・きら



とした街創りを目指したいと思います。

お問い合わせ 神戸ビエンナーレ組織委員会事務局 （０７８）３２２－６４９０

神戸市総合コールセンター（会期中のみ） (０７８) ３３３－３３３０

★神戸好きにもっと神戸好きになってもらうプロジェクト
三宮の魅力を発信し、お客様が三宮センター街で過ごす時間が長くなり、最終的には三宮地域の活性化を

目指すプロジェクトが進行中です。名付けて「ぐるぐる神戸＠三宮エリア」これはお客様に三宮をぐるぐ

る回遊していただき、携帯電話（スマートフォン）のゲームでポイントを貯めてガラポンにチャレンジし

ていただきます。そして協力店から提供して頂いた商品を当選者にお渡しするという企画です。

これは三宮センター街１丁目・２丁目・3丁目合同企画で、それぞれ若手の企画担当が中心になって進め

ています。携帯電話を使ってのプロジェクトですから若い客層を中心に参加していただき、来店頻度の向

上を図りたいと考えています。期間は 10 月 17 日から２週間を予定しています。最初の試みですので試

行錯誤を重ねながら次につなげ、恒久的に実施する事で三宮地域の活性化につながればと思っています。

★センター街とまち美化エンジェルのクリーン大作戦
平成 23年 10月 8日（土）9時 30分より、神戸三宮センター街１～３丁目に於

いて、センター街 1～3 丁目の組合員とまち美化エンジェル、マリンエア・エンジェル、
神女スマイルエンジェルの方々で、クリーン大作戦を行う事になりました。皆さんのご協

力・ご参加よろしくお願い致します。

私達の手で、三宮の街をピカピカにしようではありませんか！また、当日12時20分より、
JR 三宮駅中央口南広場に集合して、センター街をはじめとするポイ捨て防止重点区域内
美化活動団体の皆様と共催で「美しいわがまち大パレード」を実施致します。 コースは、

JR三宮駅中央口南広場～三宮センター街～JR元町駅東口南広場です。お時間のある方は、
是非ご参加して下さい。お問合せ 2丁目事務所 :℡（０７８）３３１－３０９１

★末永くよろしくお願い致します
KOBE夢・未来号でも大変お世話になっていますミヤギ マモルさんがこのたびグレースコウベビル７階に

念願の神戸オフィスを開かれました。ラジオ関西毎週土曜日 18：30～19：00
放送されています「ハイサイ！KOBE」のディスクジョッキーを妃月 洋子さ

んとつとめられ、神戸と沖縄を音楽で結ぼうとされている熱い想いの本拠地が

私達の街に開設されたことを大変うれしく思っています。

オフィスでは三線(ｻﾝｼﾝ)教室が定期的に行われていて、沖縄の風も強く感じら
れます。一度お邪魔してみよっかなァ

オフィス うむずな 連絡先：０８０－４２７９－７８８３

★編集後記
台風１２号による奈良県十津川村や和歌山県田辺市など紀伊半島の被害が甚大なものになりました。猛烈な

雨量による床上浸水をはじめ土砂ダムなど２次的被害の拡大、さらに追い打ちを掛けるかのような台風１５

号の猛威など、今年の日本は自然災害の大きな脅威を受けています。どれほど用心して警戒を続けても全て

を防ぐことは悲しいことに限界があります。しかし私達は「想定外」の言葉ではなく、最悪を想定すること

を学んだはずです。神戸三宮の街創りも安全や防犯面で時には最悪を想定していく程の用心深さも必要でし

ょう。これからも安心・安全な街創りを心がけて行きます。
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★節電の取り組みで感謝されました
今年の夏は猛暑でしたね。さらに震災に伴う節電で、その対応も大変でした。

私達の街はその節電要請直後から街ぐるみで率先して節電に取り組み、関西電

力㈱神戸営業所のご協力も受け、各店舗の個別の節電相談や LED電球などの
説明にも取り組んできました。その取り組みに対し、この度、関西電力㈱様か

ら感謝状が贈呈されました。１０月４日（火）、午後２時からセンター街２丁

目振興組合の事務所に関西電力㈱執行役員

神戸支店長の青嶋義晴氏と神戸営業所長の

岸本一男氏が訪ねて来られ、三宮センター街

からは１丁目の土井前理事長、２丁目久利理事長、３丁目矢野理事長が出席し、

和やかな雰囲気の中、各理事長に対してそれぞれ感謝状が贈呈されました。

今冬も引き続き電力需給のひっ迫が叫ばれています。何年続くのか不透明な状

況ですが、街としての節電の協力は万難を排して進めてまいります。これから

も皆様の御理解ご協力をお願い致します。

★２０１２年“ストリートミュージアム収蔵作品完成“
平成２４年度のストリートミュージアムの作品収蔵序幕式が4月７日に開催

されることになりました。

例年ですと 5月の予定ですが、今回作品の題名が“ヤーヌスの誕生”という

ことで”ヤーヌス“は過去と未来に向いた二つの顔を持つことから、年の始

まりを表すそうです。それで年度始めの 4月に行います。作品を制作されて

いる家住利男さんは倉敷芸術科学大学の芸術学部教授であられ、国際ガラス

工芸展、サントリー美術大賞を受賞されてご活躍の方です。2 丁目にどんな

作品が収蔵されるのか毎年楽しみになってきました。来年の話をすると鬼が笑うと言いますが、今から期

待をしたいと思います。ストリートミュージアムに一つ一つの作品が増えることで、ますますアートが身

近に感じられる街になって来ましたね。

★すごい熱気でした 第５回世界ウチナーンチュ大会
全国有数の移民県である沖縄県は海外に４０万人の沖縄県系人（ウチナーンチュ）が

存在しており、そのつながりを継承・発展させていくため５年に一度「世界のウチナ

ーンチュ大会」が開かれており、美ら島沖縄大使を務めている久利理事長が招かれて

行って来ました。大会は１０月１２日から１６日まで開かれていましたが、１２日に

催された知事の主催する宴にはハワイ州知事、小錦さん等、世界中からウチナーンチ

ュとその関係者が集まり、那覇の街には熱気が溢れていました。神戸でも大いに参考

になるイベントでした。



★美しいわがまちキャンペーン
中央区内の「ぽい捨て防止重点区域」を中心に、美しい街創りに活動されている

「まち美化エンジェル」をはじめ、三宮センター街、三宮東まちづくりの会、南

京町商店街振興組合など計１２団体の協力のもと、神戸市が主催となって歩きた

ばこ、及びぽい捨て禁止を呼び掛けるキャンペーンを三宮駅並びに JR元町駅で
行いました。今月は毎週第３火曜日に定例で行っている街の清掃活動もこの日に

合わせました。例年、このキャンペーンは多くの方々の賛同を得ておりますが、

昨今の禁煙運動の強化とともに、たばこだけではなく、あらゆるゴミを失くして

いくのが目的です。「美しくて清潔な街」は街創りの原点であり基本です。この

キャンペーンを行った時だけの一過性のものではなく、常にちょっとした紙クズでも一人一人が積極的に拾い上

げ、御来街の方々に好印象を抱いていただけることを願っています。今後も皆様のご協力をお願いします。

★地域安全運動街頭パレード
１０月１３日（木）に地域安全運動の機運を盛り上げるため、

兵庫県防犯協会などが参加して三宮センター街で地域安全県

民大会のイベントとして街頭パレードが行われました。当組

合からは川飛相談役、上田会長、永塚専務理事をはじめ、多

くの理事が参加しました。組合員の皆様、自分だけは犯罪に

巻き込まれることはないなんて思っていませんか？油断大敵ですよ！これから年末のあ

わただしい時期にかけて、ぜひ防犯意識を高めて頂いて、犯罪から身を守りましょう！！

★竹村クリニック 竹村先生のワンポイントアドバイス 増加するメタボリック症候群
現在日本において、男性の４０％、女性の２０％がメタボリック症候群、もしくはその予備軍とも言われており

ます。過去５０年の間に日本人の食生活は大きく変わり、特に脂肪の摂取率は数％から２５％程度に増加してお

ります。体脂肪でも内臓脂肪は糖尿病などの生活習慣病との関連性も強く、通常、脂肪細胞からは食欲を抑える

グレリンという物質が分泌されるのですが、脂肪摂取が増えると、このグレリンの分泌が抑えられ食欲が亢進し

てしまい、ますます体重が増えることになります。メタボリック症候群の予防には歩行、水泳などの有酸素運動

が適しています。御相談は竹村クリニック ℡：391-3131まで

★新しい仲間です！ 神戸大進がオープン！
先日オープンした神戸大進三宮二丁目店です。着物という日本の伝統工芸品を扱っております。

多くの業種では時代のニーズにいち早く応えて変化していかなければいけませんが、その一方

で変化してはいけない価値も確かに存在します。連綿と織り継がれ、受け継がれてきた染め織

の数々。一反を織るにも気の遠くなるような時間と労力を要する「工芸品」。大進はそれらの

魅力を多くの人々に伝える仲立ちでありたいと考えています。どうぞ皆様、お気軽にお立ち寄

り下さい。 店長：谷 健太郎 営業時間：11:00～19:00 ℡:331-0568 年中無休

★編集後記
ポリオ不活化ワクチン導入を巡って神奈川県の黒岩知事と小宮山厚生労働相の間で明確な立場の違いが明らかに

なり対立が表面化しています。どちらの主張にも一理あり、どちらが間違っていると一言で結論づけてしまうの

は無理があるかもしれません。ただワクチン後進国と言われている現状では「スピード感のなさ」は否めない気

がして仕方がありません。何事にもスピードを大事にして、素早く行動することは日本人の不得手な事かもしれ

ませんが、２丁目ではこのスピードを持って街創りをするように心がけています。新型インフルエンザ騒動時の

消毒液の配布、震災の募金箱設置、節電への取り組み、などなど常に「素早い行動」で対処していいますが、こ

れからもあらゆる問題に対応して行きたいと思います。
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★肺炎球菌ワクチンを御存じですか？
風邪症候群やインフルエンザに注意したい季節となりました。近年インフルエンザワクチンの他に肺炎球菌ワ

クチンを接種される方が増えております。従来は介護施設入所の方、慢性閉塞性肺疾患、重症糖尿病、免疫不

全などをお持ちの方が対象でしたが、新型インフルエンザの出現を契機に、重症化するインフルエンザ罹患後

の肺炎予防のためにも６５歳以上の方に広く推奨されるようになりました。インフルエンザワクチンとは異な

り、一回の接種で５年間は有効ですので、毎年の接種の必要はありません。費用は医療機関によって異なりま

すが、概ね費用は８０００－１００００円程度です。

★ 石垣島ツアー （三宮センター街 2 丁目商店街親睦旅行）
10 月 18 日（火）～20 日（木）に約 30 名で石垣島に行ってきました。初日

午前 7時 30 分に神戸空港に集合し、ANA431 便で那覇空港経由で石垣島に到

着しました。シーフードの鉄板焼きを食べ、石垣島鍾乳洞を見学、世界初の

鍾乳洞イルミネーションや滴る水の音を楽しむ水琴窟など、地底に広がる神

秘の世界を楽しみました。川平湾ではグラスボートに乗り、サンゴや熱帯魚

を観察した後、ホテルにチェックインし、温泉に入り、夕食会の始まりです。

久利理事長のご挨拶、石垣空港の石垣常勤監査役のご挨拶、サンセンタープ

ラザ片岡社長の乾杯で美味しい沖縄料理に満悦しました。その後、ミヤギマモルさん

のライブへ、当然妃月洋子さんもゲスト出演。俵万智さんがお子さんを連れてお越し

になられ、一緒にライブを堪能しました。２日目は自由行動です。西表島、由布島、

竹富島の３島周遊に行く方、小浜島にゴルフに行く方など、様々に時間を過ごしまし

た。そして最終日、午前中は石垣島の街中に出てショッピング、午後は唐人墓、ミン

サー織、八重泉酒造を見学し石垣空港に到着。そして神戸空港に午後９時頃着きまし

た。 皆様、お疲れないですか？本当に楽しい旅行でした。担当されたスタッフの皆

さんありがとうございました。

★“矢田たつおさんを囲む中央区のつどい
平成２３年 10 月 21 日矢田神戸市長を囲む集いが開催されました。著名なサッカー指導者の黒田和生氏の

講演“「トモニイコウ」スポーツを通じて豊かな人生を”と市長のお話の２部構成。黒田氏の座右の銘が武

田信玄公の“人が石垣を造る”という言葉に基づいておられるそうで、どんな試合もグッドゲームで終わら

せ、フェアプレイを心がけることが人生にも通じることだと述べておられました。続いて矢田市長のお話

があり、3.11 の震災を機に神戸が１６年前経験したことをベースにして、被災地への支援の輪を広げ継続

して実行していくこと、これからの時代は危機管理と備えが重要であると認識したと語っておられました。

海外との繋がりでは中国天津研究会が第１５回目を迎え、中国は少子高齢化対策を日本から学びたいらし

く、高齢者施設の見学を受け入れた事に触れ、これからも手本になるような政策を進めていくこと、さら

に神戸市は中央区・灘区で人口が増えて１５５万になろうとしており、神戸に住みたいという子育て世代

にも支援の手を差し伸べなければならないことや、ポートアイランド第２期開発地に新市民病院が移設し



たが、神戸市が医療都市として発展していくことが今後重要になってくることも最後に強調されていまし

た。これからの神戸市の展望を聴くことができ、有意義な時間を過ごせました。

★今回もクリスマスがやってきた Ho,Ho,Ho !
色々な事があった今年もクリスマスの季節になりまし

たね。２丁目の入り口に飾る装飾ですが、今年は王道の

クリスマスリースをベースにゴールドとシルバーの輝

くトナカイが空をかけていくイメージが反映されてい

ます。大変な出来事が多くありましたが、希望を失わず

という事で星を大きくフィーチャーしています。「星に

願いを」の歌のように、日本全体が立ち直っていければと、私達の願いを込めてみました。

★「いちいちバザール」の開催
３月１１日の大震災以来、被災地では高齢者、障害者、児童に大きな被害が及んだ結果、今なお厳しい生活を強

いられている方が多数います。特に、普段より地域との繋がりが薄い障害者にとっては自分達の所属する事業所

が頼りであるにも関わらず、その機能が十分に回復するのにはまだまだ時間が必要です。そこで、こうした障害

者のための事業所を支援する一助にすべく、被災地の障害者事業所が扱う商品の販売を目的として、「いちいちバ

ザール」が毎月１１日の前後に場所を変えて行われています。１２月１１（日）の１１時から１７時まで三宮町

２丁目の本通り商店街に面しているグレースコウベビルの荷捌き場でこのバザールが開かれます。当日は美味し

い食品や玩具、石鹸やストラップなどなど、バラエティーに富んだ商品が並びます。こういった商品を購入し、

消費することが直接的に障害者事業所を助けることになり、一人一人の弱い立場の被災者を支援することになり

ます。年末商戦の最中、皆様には当日は大変お忙しいとは思いますが、本通りの会場に寄っていただき、一品で

も多くご購入していただければ、多くの被災者の努力が結果に結びつきます。どうぞよろしくお願いいたします。

お問い合せ先：中央区社会福祉協議会（棚野・中村）℡：２３２－１４４７ 中央区役所 5階

★ハイサイ！ＯＫＩＮＡＷＡがＡＮＡの国際線で聴けます
神戸空港のテーマソングを歌っている妃月洋子さんの「ハイサイ！ＯＫＩＮＡ

ＷＡ」がＡＮＡの国際線でも聴けるようになりました。ＡＮＡの国際線機内エ

ンターテインメントである、SKY CHANNEL で彼女のプロフィールが紹介され、

ジャケットに画家の鴨居玲氏、作詞に作家の俵万智氏の協力があったことも紹

介されています。私達の街と深く関わっている妃月さんの曲が世界の空の上で

も、多くの方に聴いてもらえるなんて、少し誇らしく感じませんか？これから

も妃月さんの活動に注目です！

★編集後記
横浜市の副市長の山田氏が新聞紙上で興味ある意見を述べておられます。３・１１震災以降の復興支援に他の自

治体同様、横浜市も取り組んできたが、その際、被災地の自治体と日頃から「顔の見える関係」を作っていたお

かげで、平時の国を通しての中央集権的な仕組みに頼らない、自治体のトップ同士のホットラインを活用するこ

とができ、直接現地のニーズを聞き取り、スピーディに対応できたというものです。山田氏は経済活動でも、特

に中小企業の場合、「この人（企業）のためなら」と思い、支援するケースが多く、このような「顔のみえる」経

済が活力ある社会を作っていくのだと述べています。実際、２丁目の街運営でも、ある意味アナログ的な「顔の

見える関係」を神戸市や沖縄市とか自治体を初め、アートストリート構想に関係する芸術家の方々とも作り上げ

る努力をしています。これからも「人にやさしく」をモットーにする我が街は「人の顔が浮かぶ関係作り」を大

事にして行きます。
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★“笑顔と感動 第４回ＫＯＢＥ夢･未来号プロジェクト”
ＫＯＢＥ･三宮ひと街創り協議会、ザ・ファースト、それに街衆が主体となって実施し

ていますＫＯＢＥ夢・未来号プロジェクトが平成 24 年 1 月 7 日（土）～8日（日）に開

催されます。神戸空港開港 1周年に児童施設の子供さん達を大空へご招待したのが始ま

りでした。児童施設の子供さん達を美ら海へ御案内しようという熱い想いが皆を動かし

ています。年々御協賛下さる企業・個人の方々も増え、大きな活動となってきました。

全日空（ＡＮＡ）様の全面的なご協力を中心に、さまざまな方々の想いが詰まっている

プロジェクトになりつつあります。1月 7日は朝 7時にお見送り、1月 8日は夜 7時 40

分お出迎えに神戸空港へお集まり下さい。年の初めの寒い時期ですが、多くの方々がお

見送りやお出迎えに来ていただくと子供さん達も喜びますので、多くのご参加をお願いします。

★｢愛の鍋｣開かれました
今年も１２月１日（木）に毎年恒例の「愛の鍋開き」が、

兵庫県庁にて行われました。２丁目からは、上田会長と永

塚専務理事が出席し例年通りセンター街より１０万円を預

託いたしました。当日は近田幼稚園の園児達が、一年間を

かけて貯めた浄財を一人ずつ、鍋にいれた後、善意の歌「心

の花ばたけ」を合唱してセレモニ―を締めくくりました。

★今年も一年間ありがとうございました
毎月第３火曜日ＡＭ９：３０から行っている「街を美しくする運動」の今年最後の

清掃活動が１２月２０日に行われました。写真のように今月もたくさんの方々に参

加して頂き「美しい安全な街」を創りたいという街衆の強い意志を感じました。来

年も積極的な御協力をお願いいたします。又、１２月２６日に本年最後の業者によ

る道路クリーニングを実施致します。

★氏神様生田神社へ初詣
東日本大震災での津波や大台風による水害など今年は様々な災害に見舞われた年

でありました。｢来年こそは良い年でありますように｣と言う事で、我々三宮地区の

氏神生田神社へ初詣！！

健康長寿、縁結びの神様として全国から大勢の人が訪れる生田さん。あの阪神淡路

大震災からも復興遂げた神社と言うことで近年では甦生の神様としても被災地東

北からもお参りの方があるようです。世界的にも不況が叫ばれている疲弊したこん

な時だからこそ、新年は生田さんへ１年の計を祈りましょう。

（見処）中西勝画伯作の干支辰の大絵馬



★私達の街の産業医、竹村クリニックからの健康アドバイス
肺の生活習慣病（CＯPD）
ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）はタバコ煙を主とする有害物質により生じる呼吸器疾患の総称です。

罹患する方の９０％以上は喫煙者で２０年～３０年の経過で除々に進行して来ます。初期症状は風邪でもないの

に咳、喀痰が続き、進行すると歩行時に息切れが生じたりしますが、さらに進行すると呼吸不全のために、

在宅酸素が必要となったりもします。最近、内服薬を用いた禁煙外来なども増えましたが、すべての方が禁煙

に成功することは難しく、最終的にはご自身の理解と強い意志が必要です。近年適度な飲酒は動脈硬化の抑制効

果が確認されましたが（あくまで個人差があります）、たばこは早めに止めたいですね。

お問い合せ 竹村クリニック ＴＥＬ ０７８－３９１－３１３１ １２月３０日（金）～１月４日（水）休診

★祈り・・・「１・１７ 震災追悼式」
６４３４人の犠牲者を生んだ阪神淡路大震災から、来年の１月１７日で１７年目を迎えます。

昨年は３月１１日の東日本大震災により、１２月１２日現在、１万５８４１人の方々が犠牲に

なり、まだ３４９０人が行方不明となっています。三宮センター街では平成２４年１月１７日

午前１１時より、三宮ハテナの対面にあります讃太陽像前にて両震災の追悼式典を執り行いま

す。当日は１分間の黙祷と献花を致しますので、できるだけ多くの方々に参列をよろしくお願

いいたします。

★街の守護神、P・O・B 危機管理からのお知らせです
今年は１０月より、東京と沖縄で暴力団排除条例が施行され、全国施行となり、警

察だけではなく市民や企業等、社会全体が暴力団排除の意識が高まっています。そ

れに関連して当社も暴力団対策について TV 出演の機会があり、沢山の方々に認知
して頂けるようになりました。数年前まではセンター街でも、暴力団による悪徳商

法や悪質な客引きや勧誘が横行していましたが、センター街の皆様の御協力もあり、

現在ではその姿は見えなくなりました。しかし、規制が厳しくなった今、彼等は姿かたちを変えて活動を行って

います。その他、悪質クレーマーや不審者等にも危機管理会社として対応します。

特に年末にはＡＴＭ 強盗・ひったくり・万引きに目を光らせております。当社は

これからもセンター街の皆様と協力し、楽しく安全な街創りに貢献したいと思い

ます。些細なことでもお困りの事があれば、Ｐ・Ｏ・Ｂ 危機管理へご連絡下さい。

TEL  078-367-5343

★事務所より年末年始のお知らせ
三宮センター街２丁目事務所は１２月３１日（土）～１月３日（火）までお休みさせていただきます。今年も大

変お世話になり有難うございました。来年もどうぞ宜しくお願いします。 所員一同

★編集後記
今年は日本にとって本当に辛い試練の年でした。東日本大震災があり、今も多くの方々が我慢の生活を強いられ、

それを支援していく政府も野田首相に変わり、期待と不安が交錯しています。来年も、いや長期に亘ってこれか

らも多くの頑張りと努力が必要です。大事なのは「諦めない」・「下を向かずに前を向く」という心意気でしょう。

国の再生も街創りも一日では不可能です。我が街三宮は来年もまた、努力を惜しまずにさらなる「プレミアムス

トリート」に変革して行きます。沢山の人々に愛される街三宮を目指して、これからも皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。よいお年をお迎え下さい！


