
号外「２０１２年 ＫＯＢＥ夢・未来号」沖縄へ

今年も街衆の熱い想いで、「ＫＯＢＥ夢・未来号.沖縄」が旅立つことができました。

★神戸空港開港６周年プロジェクト 第４回ＫＯＢＥ夢・未来号.沖縄
早くも第４回となりましたＫＯＢＥ夢・未来号が１月７日（土）、８（日）に行われました。出発日

の朝は寒く、夜も完全には明けていない６時過ぎからスタッフが神戸空港に集まりだし、神戸市の１

４の各児童養護施設から３７名の小学６年生が到着した後、午前７時から出発式が行われました。久

利会長の挨拶に続き、来賓の矢田神戸市長、全日本空輸㈱の木村執行役員からも子供さん達に心のこ

もった御挨拶がなされ、さらに松崎神戸空港社長や今回のフライトを担当していただいた岡田機長な

どからも温かいお言葉をいただきました。そして、同行する１６名の学生ボランティアの紹介を終え

たあと、多くの方々とヴィッセル神戸のモービィ君にも見送られながら、ＡＮＡ４３１便で沖縄へと

飛び立ちました。２時間のフライトの後、雨交じりの、しかし神戸に

比べれば遥かに温かい那覇に到着しました。那覇空港では上原沖縄県

副知事から歓迎のご挨拶をいただき、嬉しいことに去年までの沖縄県

副知事で現那覇空港会長の安里氏、前々副知事で嘉数前社長さん、そ

してミス沖縄のお嬢さんもその場で子供さん達を出迎えに来ておられ

ました。子供さん達を代表して井上直人君、久保剛瑠君達がお礼の言

葉を述べた後、バスに乗り込み、昼食を車中で取り、美ら海水族館に

到着しました。幸いなことに心配した雨はたいしたことはなく、元気

に泳いでくれているイルカのフジと対面し、イルカのショーに歓声を上げたり、巨大なジンベー鮫や

マンタが雄大に泳ぐ大水槽を見学、さらにその水槽のバックヤードツアーで餌やりの見学など大いに

楽しみました。その後すぐ隣のホテルに入り、６時からの美味しい夕食を全員でいただきました。そ

の際には吉川安一名桜大学教授のお話の後、寄合氏（三線奏者）自身による演奏を伴う紙芝居「黄金

芸場」を鑑賞させていただきました。２日目の朝は打って変わって天候が回復し、時折雲は出るもの

の、本来の沖縄の空で気温も２０度辺りまで上昇し、朝食を済ませた後、まず首里城へ向かいました。

多くの門を通って本殿などを見学し、歴史の流れの一端を垣間見まし

たが、映画化も決まったドラマ「テンペスト」のなかで、某女優など

が実際に着用した衣装なども展示されていました。その後、国際通り

に移動し、セーラーインというステーキハウスで美味しい肉料理に舌

鼓を打ち、お腹一杯になった後は平和公園に向かいました。沖縄戦最

後の県知事、神戸出身の故島田叡氏の魂が眠っていて、碑文のある「摩文仁の丘」に行き、焼香の後、

（財）島守の会 副会長 大城成昌氏、川上ヨシ事務局長、島袋愛子氏による、沖縄戦の最後の状況

の説明や、故島田氏が最後の最後まで一人でも多くの県民の命を救おうと懸命に尽力されたことなど

の説明を受け、平和な時代からは想像もつかない当時の悲惨な状況に想いが及んだようでした。子供



さん達の全員が故島田氏と犠牲になった当時の沖縄県の職員の霊に向かって手を合わせていました。

帰りの飛行機に乗るべく向かった空港への途中ではアウトレットモール、「あしびなー」にあるブル

ーシール店でおやつのソフトクリームをいただき全員上機嫌、そのまま

空港へと移動しました。そして空港では花城那覇空港ビルディング社長

の御挨拶の後、ミヤギマモル氏と妃月洋子さん

によるお別れコンサートが開かれ、沖縄のテイ

ストがいっぱい詰まった素敵な音楽を楽しみ、

後ろ髪を引かれながらも、楽しい沖縄滞在を終

え、神戸へと戻ってきました。多くの街衆や関係者が出迎えるなか到着ゲー

トを通り、解散式が行われ、無事に帰路に着きましたが、その中でこのプロ

ジェクトは如何に多くの方々のご尽力があって成り立っているのかを子供達

も自覚したのではないかと思います。子供達の心には必ず皆様の深く温かい想いが届いたはずですし、

生涯、忘れる事はないと確信しています。このＫＯＢＥ夢・未来号でお世話になりました多くの関係

各位、そして街衆の皆様、本当にありがとうございました。重ねてお礼申しあげます。

【201２年 KOBＥ夢・未来号.沖縄】
（参加者）・神戸市内の児童養護施設（1４施設）の 6年生３７名及び引率者２３名

・学生ボランティア １６名 ・主催者側 ２１名 合計９７名

（後 援） 兵庫県 、神戸市 、神戸市教育委員会

（協 力） 全日本空輸㈱（ＡＮＡ）、（株）ジュンク堂書店、㈱ドンク、弓削牧場、わした神戸三宮店、

㈱沖縄県物産公社、フォーモストブルーシール㈱、モロゾフ㈱、近畿タクシー㈱、関西電力㈱、沖縄

電力㈱、㈱東急ハンズ、三宮センター街 1～3丁目商店街振興組合、三宮本通商店街振興組合、三宮セ
ンター街東通商店街協同組合、生田神社、三宮センター街カード委員会、神戸地下街㈱、さんちか、

㈱神戸新聞会館、㈱神戸国際会館、㈱丸井 神戸マルイ、三宮ターミナルビル㈱、㈱そごう・西武 そ

ごう神戸店、㈱グレースコウベ、㈱神戸サンセンタープラザ、三宮プラザ名店会、神戸空港ターミナ

ル㈱、㈱ウエシマコーヒーフーズ、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、ヴィッセル神戸、神戸プラザ

ホテル、㈱ワールド、沖縄工業商事㈱、神戸菓子工房ボックサン、丸山印刷㈱、（財）神戸新聞厚生事

業団、㈱亀の井 亀井堂本家、㈱大貴工建、神戸ウイングスタジアム㈱、サムズレストラングループ、

日本額縁画材㈱、センタープラザテナント会、㈱フローラルツカサ、兵庫県赤十字血液センター、つ

るかめ管財㈱、（有）アートライフ、㈱アート・クエスト、神戸婦人会

画家・鴨居 玲、日本将棋連盟・谷川浩司、版画家・川西祐三郎、歌人・俵 万智、ソムリエ・田崎真

也、陶芸家・三輪華子、写真家・田中学而、大島節子、鈴木律子、石川皓三、蘆田容子、蘆田延之、

蘆田欣也。蘆田亜友美、農業水産法人(有)勝山シークワーサー、中村健一、青柳伯子、高橋 禮、桑原
綾子、阿部敬司、末次正義、河合喜代、歌手・ミヤギマモル、歌手・妃月洋子

（敬称略。順不同） （事務局）KOBE三宮・ひと街創り協議会 ザ・ファースト
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★新年に想う 理事長久利計一
新しい年を迎えましたが浮き立つような気持ちを持って初春の賀詞を伝える事の出来ない心苦しさを感

じる新年です。東日本大震災で尊い命を奪われた方々にまずもって心からの御冥福をお祈りしたいと思い

ます。あらゆる面で、意味で従来の延長線上の生活、思考が修正を追られている中、私達神戸の街衆は従

来にも増して社会との強い絆、御縁を大切にし、儲けるより先に今、私達商人が果たさなければならない

責任、使命を深く考え行動する年に致したいと強く思っています。従来にも増して街の皆様の御協力、御

理解を切にお願い申し上げます。

★気の引きしまる新年会でした
新しい年を迎え、恒例の２丁目の新年会が１月１０日午後６時より神

仙閣で行われました。冒頭の理事長の挨拶の中で、今年は厳しい年に

なるかもしれないが、決して愚痴、弱音は吐かない、これらの言葉は

禁物であること、困難に挑戦し前向きな気持ちを絶えず持ち続ける等、

勇気の出るお話を頂き、気の引き締まる思いがいたしました。

参加された組合員の方々はそれぞれリラックスして歓談され、神仙閣

の中華料理に舌鼓を打たれていました。

それにしても神仙閣さん、料理の種類と量の多いこと….（かなりサービスして頂いているみたい）。
ありがとうございました。今年、来年と皆さんの笑顔で一年が始まる事を願っています。

★１・１７阪神淡路震災追悼式
平成２４年１月１７日第１７回阪神淡路大震災追悼式が三宮センター街

のアートスクエアーで行われました。ミサの厳かな曲の中で黙祷と献花

を行いました。司会者の方の説明によると、神戸市の約４割の方が震災

を体験していない世代になっている

そうで、これからも震災を風化させ

ず、語り続けていくためにも大切な

行事だと思いました。幸いにも、街

を訪れていた若い方々も献花してくださり、嬉しく思いました。あれ

から１７年ですが、震災を忘れないためにも継続していかなければな

らないと決意を新たにしました。



★今年も献血をよろしくお願いします
１月１７日の火曜日、「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、１月

１７日の「震災復興メモリアル追悼式」に合わせて、１・２・３丁目商店街振興組合とザ・ファースト

の主催で「街ぐるみ献血推進デー」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。

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

血ルームの山本所長からも、「皆様にはお忙しいところ、またお寒い

中、誠にありがとうございました。皆様の熱心な呼びかけ活動によ

り、多くの方々に献血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」とのお礼の言葉を頂きました。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。期間中の結果は

上記の通りです。

献血のお問い合せ：赤十字献血センター センタープラザ西館３階 電話 ３９１－７０７０

時間：１１：００～１３：００、 １４：００～１８：００ 定休日：年末年始

★ちょっと観にいこか

今年の NHKの大河ドラマは「平 清盛」ですが、源平の合戦で地元神戸で有名なのは生田の森の合戦。

二月七日早朝、源平の両軍数万騎が生田川を挟んでにらみ合い、先陣を切ったのは源氏方の武蔵国住人、

河原太郎高直、次郎盛直兄弟。功を焦り、陣に深く入り込んで矢にかかってしまう。「河原どのの弟兄（お

とどい）、ただいま討たれ給うたぞや」と大声で呼ばわり、それを聞いた将兵たちは両軍ともに惜しんだ

という。 生田の森の一番やりで華々しく散って行った河原の兄弟の墓が神戸に残っているのです。大丸

前の三宮神社の境内の中に現在も祭られているのです。興味のある方は是非一度足を運ばれては如何でし

ょうか

三宮神社：神戸市中央区三宮町２丁４－４ 電話：０７８－３３１－２８７３

★編集後記
新年明けましておめでとうございます。特別号外号でも「第４回ＫＯＢE夢・未来号」について詳しく触
れていますが、微笑ましく、嬉しいエピソードをご紹介したいと思います。帰りの飛行機に乗るため、手

荷物検査の長い列に並んでいた時、参加した子供さんのお一人が「ありがとう！」と久利会長に握手を求

め、もちろん会長は心よく応じ、その子を抱きしめておられました。その自然な流れは一日でできたもの

ではなく、４年、神戸空港開港の記念フライトを含めると、５年のこのプロジェクトの継続が生み出した

ものだと思うのです。人と人の信頼関係は短期間で築けるものではなく、ましてやそれが大人と子供さん

の間ではなお難しさを増します。このプロジェクトを経験した子供さん達はこれを後に続く子供さん達に

伝えることによって、彼らの安心感も伝わりますし、やがて、その子供さん達の中からはボランティアに

なってこのプロジェクトに戻ってくる人も出てくるでしょう。去年から全国で続く「絆」という言葉とそ

の心を私達の街はこれからも大切にして行きたいと思います。

受付者数 採血者数

３５６名 ３１１名
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★「第４回 ＫＯＢE夢・未来号 大成功！」 沖縄にお礼に行って来ました
先月号で詳細をお伝えしました第４回神戸夢・未来号では本当に多くの方々にお世話になりましたが、そ

のお礼と感謝の心をお伝えするために、１月２４日（火）～２６日（木）まで久利会長、永塚専務理事、

サンセンタープラザの片岡社長、中村部長、ＡＮＡの島村氏と板倉氏の計６名で沖縄に行って来ました。

沖縄電力㈱様から始まり、最後の名桜大学教授の吉川氏まで１６の団体・個人の皆様をお訪ねし、この度

のご協力に心を込めてお礼を申し上げました。どちらの皆様も子供さん達の話になると、楽しそうな笑顔

になり、和やかな雰囲気で会話も弾みました。年々人の輪も広がり、それぞれのお顔を想いうかべながら、

このプロジェクトが確かに根を張り、さらに成長しているのを実感として感じます。改めて皆様にお礼を

申し上げると共に、来年のプロジェクトの成功に向けてどうぞよろしくお願いします。

★“平清盛特別展へ行ってきました“
神戸市立博物館へ“平清盛展”を観に行って来ました。毎週日曜日ＮＨＫで放映中の話

題の清盛に関する平安時代の書、絵画、美術工芸品を展示していました。その時代の平

家物語絵巻、不動明王像、平家納経などを見ることができました。テレビドラマの方は

まだ放送回数も浅いので、平安時代の華やかな部分は出てきませんが、さすがに優美な

絵巻物の世界は本当に素敵でした。展覧会を見て大河ドラマを見ると時代背景も良く解

ると思います。神戸駅には“ドラマ館”“歴史館”も完成しています。歴史ツアーなど

もあるそうですので、暖かくなったら 3館を巡っても一日楽しめるのではないでしょう

か。春休みに親子で観賞するのもいいと思います。

まだまだ寒いですが春のお出かけの候補にあげてみてください。展示期間：４月８日（日）まで

午前１０時～午後５時（金曜日は午後７時まで） 月曜日は休館 電話 078-391-0035

★真珠で神戸を盛り上げましょう！パールパスポート参加店募集！
神戸は「真珠の街」です。１００余年前から、国内で生産された真珠は神戸に集約、輸出されました。今

でも日本最大の真珠集積地です。神戸を真珠の街として積極的にアピールし、国内外の観光客を招き入れ

るサービスとして、神戸の真珠関連業者が結集し、パールパスポート事業をスタートさせました。携帯電

話でパスポート画像と参加店マップを入手し、真珠を身に着けてこられた方に割引やノ

ベルティなどのサービスを受けていただくという事業です。この度、三宮センター街２

丁目でも、この新たな取り組みに賛同し、加盟店の皆様に参加をお願いすることになり

ました。後日配布する詳細資料を御覧頂き、是非多くのご協力を頂ければと思います。

三宮から神戸を盛り上げましょう！よろしくお願い致します。

パールパスポートホームページ http://pearl-passport.jp/
※問い合わせ 神戸パスポート実行委員会 事務局０７８－３３１－４０３１まで



★節電への御協力をお願いします
関西電力㈱が、２月１７日（金）午後１時から２時の間にアートスクエアに於い

て、「節電への御協力のお願い」のポケットティッシュ配布活動を行いました。

今回は２月２０日に高浜原子力発電所３号機の定期検査により、今後の需給状況

が厳しさを増すという予測への危機感から皆様に節電をお願いするＰＲです。昨

年３月１１日の東日本大震災から我が街も節電への取り組みを実施してまいり

ましたが、もう一度、電力の必要性を再認識し、更なる節電への御協力をお願い

するものです。

★話題のお店です！
・ＴＯＭＭＹさんがリニューアルしました！
２月２４日にリニューアルオープンしました。カレッジスタイルにエッジを効かせた

“ダウンタウンプレッピー”をベースに、ポップなカラーリングや遊び心のあるディテー
ルが魅力のＴＯＭMY。
ショップもカレッジ感漂う雰囲気に生まれ変わり、いるだけで楽しい空間になっていま

す。また２０１１秋・冬物より、レディースライン“ＨＥＲＳ（ハーズ）”がスタート。

カレッジスタイルをベースに女の子らしさをプラスしたアクティブなガーリースタイ

ルを提案します。写真のように素敵なお店になりました。どうぞ一度お立ち寄りくださ

い。営業時間 11:00~20:00 電話 078-391-6211 年中無休

・ジョアンナ センター街店 オープン
２月８日（水）に新規オープンしたお店です。ミセス中心のロープライス商品を多数ご

用意いたしました。お友達や、お母様と御一緒に楽しい会話が弾みます。皆様との出会

いを楽しみにしています。三宮にお越しの節は、是非お気軽にお立ち寄りください。

営業時間 １０：３０～１９：３０ 年中無休（年末・年始の休みあり）

ＴＥＬ 078-391-1575
・サイゼリヤ三宮店 オープン！
２月１６日（水）にグレースコウベビル（スポーツワールドのあるビル）の地下

１階にオープンしました。

関西初のスペシャルワインをフルラインアップ（４０種）そろえています。

女子会や各種宴会予約も随時承っております。皆様のご来店をスタッフ一同、心

よりお待ち致しております。

営業時間 １１：００～２２：００ ＴＥＬ 078-335-1561
★編集後記
第４回ＫＯＢＥ夢・未来号に参加された神戸の児童養護学校の生徒さんから、

想い出を描いた絵を頂きました。楽しかった初体験のフライトから飛行機の

絵、それに美ら海水族館で目にした巨大なジンベイ鮫やマンタの絵もありま

した。しかし、その絵の中に一枚、驚くべきものがありました。それは沖縄

の那覇空港で沖縄県の関係者にお礼の言葉を述べた井上直人君が描いた一枚

です。彼は平和公園の摩文仁の丘に眠る最後の沖縄の官選知事を務められ、

今でも県民の方々から深い尊敬の念を抱かれている神戸出身の島田叡氏と県の職員の慰霊碑を絵にして

いたのです。小学６年生の彼にとって、いかに強烈な印象が残ったかが推察できます。ただ楽しかった想

い出だけではなく、先人の命を懸けた行いが、井上君や他の生徒さんの心に深く残ったのでしょう。来年、

そしてそれ以降にＫＯＢＥ夢・未来号に参加される生徒さん達にも、きっと人生の中で忘れる事のない深

い想いを記憶に残すのではないでしょうか。
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★THANKS  ANA  in 沖縄 ご案内
神戸空港が開港６周年を迎え、開港以来、空港運営には苦労もありますが、目標に近い利用客が見られて

います。毎年、「神戸・夢未来号」もこの空港、そして ANAさんの全面的なご協力を得て催行されていま
すが、地元神戸空港の更なる利用を促進し、ANAさんへの感謝を忘れないため
に、今年も４月１７（火）～１９日（木）の２泊３日の沖縄への旅を「KOBE
三宮・ひと街創り協議会」とザ・ファーストが主催し企画しました。初日の夜に

は参加者全員での食事会もあり、妃月洋子さんとミヤギマモルさんの魅力溢れる

ライブを楽しむ予定です。毎年１００名の参加者があり、今回も同規模を見積も

っています。青い海に白い砂、そしてドラマでも舞台となった首里城など、沖縄

はあなたを魅了してやみません。街の組合員の皆様のご参加を心待ちにしており

ます。詳しくは三宮センター街２丁目振興組合事務所までお気軽にお問合せください！

三宮センター街２丁目事務局（０７８－３３１－３０９１）

★沖縄の健康食品会社 (株)仲善さん ２丁目にご挨拶
沖縄物産店の「わした」さんと取引がある(株)仲善さんの、中田プロジェクトマネージャーさんが２月の
センター街２丁目美化活動に飛び入りで参加して下さり、久利理事長ともお会いし、来年の「神戸・夢未

来号」でも是非にと、ご協力の申し出を頂きました。(株)仲善さんはアジアの伝統的なハーブ素材を活か
した健康食品を自社工場で製造、全国にお届けしている会社です。この様に、また「神戸・夢未来号」の

プロジェクトに賛同し、人の輪が拡がって行くことは本当に有難く、感謝の念が絶えません。中田さん、

来年期待していますね。よろしくお願いします

わした神戸三宮店 078-331-2004。

★氏神さん生田神社の春祭りです
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１４日・１５日の二日間に亘って賑やか

に行われます。今年のお祭りは兵庫南部地区（兵庫駅南地区小河通・入江通・須佐野通等）のご奉仕当番

で行われます。１４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

毎年のお祭りが行われるにあたり、子供神輿の地元地区巡幸を行っておられ、大変上手な神輿ぶりが見ら

れます。またこの三宮に本社を構えられるUコーヒー従業員の方々１０余名がお神輿の兒きてとなり、御
奉仕なさる模様です。ご注目下さい。１４日の午後４時２０分頃からはHATENAインフォメーションセ
ンター前にて、三宮地区神受所祭（三宮地区繁栄祈願）が行われます。皆様も多数参列して成功させまし

ょう。 ＨＡＴＥＮＡ インフォメーション 078-393-3358

★第２回ぐるぐる神戸@三宮エリア



昨年１１月に皆様にご協力頂いたスマートフォンを用いた位置登録ゲーム「ぐるぐる神戸@三宮エリア」
の２回目が４月２７日（金）から５月２０日（日）に行われます。神戸好きにもっと神戸好きになっても

らうための企画です。少しでも多くの方が三宮を回遊し、ゲームを楽しみながら、三宮の魅力を再発見し

て頂ければ最高です。そのためにはポスター設置、チケット付きのポストカード設置やお客様にお渡しす

る商品のご提供など、皆様のご協力が不可欠になります。どうぞよろしくお願いします。

問い合わせ先 ぐるぐる神戸@三宮エリア運営委員会（株式会社ワイズエッグ内）078-611-7750

★国税職員募集のお知らせ（平成２４年度国税専門官採用試験）
○受験資格

・昭和５７年４月２日～平成３年４月１日生まれの方

・平成３年４月２日以降の生まれの方で、次に該当する方

➀ 大学を卒業した方及び平成２５年３月までに大学卒業見込みの方

➁ 人事院が➀と同等の資格があると認める方

○申込受付期間等

４月２日（月）～４月１２日（木）

原則としてインターネット申込みをご利用ください。

インターネット申込み専用アドレス

〔http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html〕

○試験日・試験種目

・第一次試験 ６月１０日（日） 基礎能力試験・専門試験

・第二次試験 ７月１７日（火）～２４日（火）の指定する日時 人物試験・身体検査

○合格者発表日 ・第一次試験 ７月３日（火） ・最終合格者 ８月２２日（水）

○採用予定数 約８００名

○問い合わせ先 大阪国税局 人事第二課 試験係（０６－６９４１－５３３１） 又は

神戸税務署 総務課（０７８－３９１－７１６１）

採用に関する情報は、国税庁 HP「採用案内」にも掲載しています。

★ガンバレ！ タイガース&ヴィッセル２０１２年間予約シート
この度、三宮センター街２丁目では、阪神タイガースの２０１２年甲子園の年間シ

ートバックネット裏２席（通路側）とヴィッセル神戸の年間シート４席を購入しま

した。試しに３月１０日（土）に甲子園球場で行われた対日本ハム・

ファイターズのオープン戦を観戦してきました。場所はバックネッ

ト裏なので、もちろん球場全体を観察することができ、試合を楽し

むには素晴らしい席でした。当日はタイガースの鳥谷選手のホームランも見ることができ、

大興奮！試合は４－２でタイガースが見事に勝利しました。スポーツは人の心を一つにす

ると思います。兵庫県・神戸のプロのチームを三宮センター街は応援します。タイガース&

ヴィッセル共に優勝めざして、さらに神戸の街が活性化するように、頑張ってください。

★編集後記
東日本大震災から早くも１年が経ちました。ご存じの様に、瓦礫処理一つを取ってみても遅々として進ん

でいないのが現状です。１１日、現地の慰霊祭の中で高校生の一人が「天が与えた試練にしては残酷すぎ

る。しかし天を恨まず、前へ進んで行きたい」という趣旨の言葉を述べていました。彼のこの言葉には多

くの方が深い感銘を受けるのではないでしょうか。後ろを振り返って時には一休みしても、我々は前へ進

むしかありません。彼の精神的な強さに本当に勇気を得た思いです。私達も１７年前の大震災で多くの



方々に御支援をいただく中で「感謝はするが、甘えない」という教訓を得て、ここまで来ました。まだま

だ先は長いですが、一緒に歩んで行きましょう。
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★ストリートミュージアム新作除幕式 

４月７日（土）に三宮センター街が推し進めているアートストリート構想の一環

の２丁目部分ストリートミユージアムに、新しい作品が収蔵され、その除幕式が

行われました。倉敷芸大の家住利男先生によるガラス作品「ヤーヌスの誕生」で、

今回で７番目の作品となります。多くの方が既にご覧になられた様に、長さ３３

㎝の卵形をしたガラスでできており、「過去と未来」が表現されています。式に

は家住先生や矢田神戸市長の他に、ＡＮＡの客室乗務員、「夢・未来号」の関係

者、さらに嬉しいことに、児童養護施設の多くの子供さんたちも駆けつけてくださり、除幕の際には児童

の代表として中尾由翔君と南舞衣さんにも紅白のテープを引いて頂きました。その後、ミヤギマモルさん

と妃月洋子さんのミニライブが続き、神戸空港のテーマ曲「夢・ミライ」など、数曲が歌われ盛り上がっ

ていました。 

三宮センター街は阪神・淡路大震災以降、「アートによる街

創り」を進めており、来年以降も一作品ずつ増えていく予定

です。最終的には全部で２０作品余りが通りを飾ることにな

り、夜間にはその作品のライトアップも考えられています。

そうなるとストリートに物語が生まれ、街の気品や優雅さも

兼ね備えてきます。来年は山口牧生さんの石の彫刻です。 

お楽しみに。 

 

 
★“第３９回通常総会御案内” 
平成 24年 5月 25日（金）午前１１時より三宮センタ―街２丁目通常総会が開催されます。 

総会では長年、2丁目が取り組んでいる“ストリートミュージアム”・“KOBE夢・未来号プロジェクト”

の活動報告，各部会から１年間の事業内容など、美しく安全な街を目指して、様々な活動を行っている姿

を見ていただけると思います。例年いつも多くの方にご参加いただいております。来賓として POB森川社

長の街の治安状況についてのお話も聞けます。防犯対策としてはためになるいいお話だと思います。皆様

のご意見など聞ける機会にもなります。プレミアム・ストリートを目指し邁進している 2丁目の街衆の活

動を見ていただき、堅苦しい会と思われるかもしれませんが、オーナー側も店舗側も参加する事で理解も

深まりますし、親睦にもなるのではないでしょうか。活動内容をご理解いただき、これからの２丁目が進

む道筋がはっきりと見えてくると思います。１年の始まりの総会でもありますし、ご興味のある方はぜひ

5月 25日センタープラザへお越しくださいませ。 

  
★２丁目の役員選挙が行われました 
この度の次期役員選挙が４月２０日(金)午前１１時より２丁目事務所に於いて、上

田会長、岸野、太田各副理事長、永塚専務理事、川飛相談役、(株)神戸サンセンタ

ー 



プラザ安川氏、鞍本氏立会いの下に厳正に行われました。新理事の方々よろしくお願いいたします。 

 

★ＴＨＡＮＫＳ ＯＫＩＮＡＷＡ・ＡＮＡで沖縄に行ってきました 
今年も、第４回「KOBE夢・未来号」に於いて ANAさん沖縄の皆様さんの全面的

なご協力のお礼を兼ねて４月１７．１８．１９日に沖縄に約１1０名の方々と行

って来ました。今回は、少し趣向を変え初日の全員での交流会に来賓の方々と

して、上原良幸・沖縄県副知事、安里カツ子・前 沖縄県副知事、嘉数昇明・

元 沖縄県副知事をはじめ２４名の沖縄でお世話になった方々をお招きいたし

ました。また、交流会では非常に盛上がり、沖縄と神戸の更なる友好関係がで

きたと思いました。最後にミヤギマモルさんと妃月洋子さんのライブでさらに盛り上がりました。２日目、

３日目は各自自由行動で、沖縄美ら海水族館や首里城に観光に行く人もあれば、ゴルフに行く人もあり、

存分に沖縄を堪能した模様です。天候も良くすてきな旅行でした。  

 

★神戸・自立援助ホーム誕生 

ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会が中心となり、「夢・未来号」でも支援している神戸の児童養護施設で

生活している児童さん達が、この施設を出た後、彼らの就職の手助けをしたり、社会で生活して行く上で

のトラブルや悩み事の相談に乗ったりといった、施設退所後の子供さん達をフォローする自立援助ホーム

が、この３月に神戸市垂水区の本多聞７にオープンしました。「夢・未来号」で毎年、沖縄に子供さん達

を引率して下さる神戸市立児童養護施設前所長の樫原伴子さんもこの施設の設立に奔走されたそうです。

１８歳で養護施設を出た後、行き場を失い、助けを求めて施設にやってくる人は後を絶たないそうで、こ

れから息の長い活動への取組が期待されています。ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会でも「夢・未来号」

の継続だけではなく、子供さん達の成長と未来に対して、細かい配慮が行き届いたケアをして行くことが

必要でしょう。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

★新店舗の店長さんからのご挨拶 

オープン致しました杢目金屋 神戸三宮店です。杢目金屋は「木目金」や「グリ彫り」

という江戸時代の技法を現代に甦らせた金属伝統工芸で、さらにフルオーダーで、お

二人の大切な婚約指輪や結婚指輪を作らせて頂けるお店です！「木目」というと、奇

抜だと思われる方もいらっしゃるようですが、実際ご覧頂けますと大分優しい模様で、

お二人のお好みを詰め込みつつ世界に１組だけのリングがお作り頂けるんです！！ 

昔ながらの物や心を大切にし、沢山の方を温かくお迎え出来るお店でありたいと思っ

ております。移転オープン記念のプレゼントもご用意しておりますのでお気軽にお立

より下さいませ。 店長：西田貴誉美  営業時間：11：00～20：00 定休日：水曜日 電話：078-325-1196  

 

★編集後記 

某新聞紙の記事によると、フランス政府の観光推進機関である仏観光開発機構の発表では、フランスを昨

年訪れた一年間の外国人観光客の概数が８０００万人超であり（ちなみに昨年の日本での外国人観光客は

６２１万人）、スペインに抜かれてしまったとのこと。驚くべきは、これだけ多くの観光客が訪れている

フランス側ですら、その事実に対して相当な危機感を感じ、国を挙げて、その対処策を実行していること

だそうです。翻って、我々はどうでしょうか？危機感を感じてはいても、その対処策をなかなか打ち出せ

ないのが現状ではないでしょうか。三宮センター街が進めているアートストリート構想は「街のブランド

力」を向上させ、先人の残してくれた素晴らしい街をより高めて行くための地味な積み上げです。「安全

で人にやさしい街」に加え、「アートに彩られた物語のある街」が特色になってくれます。これからにご

期待ください。 
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★“第３９回通常総会無事終了しました”
平成 24 年 5 月 25 日（金）午前１１時より、三宮センタ―街２丁目、第３９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した。総会では 2丁目が取り組んでいる“ストリートミュージアム”“KOBE

夢・未来号プロジェクト”の基本方針について久利理事長から説明があり、その他、財務・企画といった

各担当副理事からも活動報告がありました。各部会からの今年度の事業内容などの承認もいただき、和や

かに終了しました。御来賓として(株)POB 危機管理、森川社長から街の治安状況や最近の犯罪の傾向など

の話を伺いました。一年に一度の総会ですので、日頃、組合活動に詳しくない方でも、その内容を知るこ

とのできる有意義な機会です。来年のご参加もよろしくお願いいたします。

★神戸市立小磯記念美術館に行って来ました
５月１３日（日）に六甲アイランドにある市立小磯記念美術館に行って来ました。

この美術館は神戸の洋画家、小磯良平氏が昭和６３年１２月に逝去後、その作品２

０００点余りが神戸市に寄贈されたことが切っ掛けとなり、平成４年１１月に開館

したものです。今、この美術館で「マリー・ローランサンとその時代展～巴里に魅

せられた画家たち～」という特別展が行われており、「油彩作品とパリ」という言

葉に引き寄せられ、思わず足を運んだわけです。甘美な画風が有名なローランサン

を中心にユトリロ、ルオー、ヴラマンク、ドラン、藤田嗣治、佐伯祐三、荻須高徳、小磯良平ら、パリに

魅せられた画家達の作品が数多く出品されており、本当に魅力的な作品ばかりで、

事情が許せば、手に入れたくなるような作品ばかりでした。特に、ローランサン

の作品は素人の印象ながら、女性らしい柔らかいタッチと淡彩色が印象的で、や

さしい気持ちになれそうなものでした。当日は（半分はこれを目当てにしていま

したが）神戸市室内合奏団によるヴァイオリン・ヴィオラ・チェロによるロビー

コンサートが行われ、間近で生の素晴らしい演奏を耳にし、感激もひとしおでし

た。地理的にもすぐ近くに、この様な素敵な美術館があることに感謝し、「また来よう」と帰路につきま

した。皆様もぜひ来館されてみては如何でしょうか！ローランサン展４月 14日～7月 8日休館日月曜日

神戸市立小磯記念美術館 ℡:078-857-5880 http://www.city.kobe.lg.jp/koisomuseum

★フルーツフラワーパークからのお知らせです
「神戸市立フルーツ・フラワーパーク」では、夏から秋にかけて大人気のフル

ーツ狩りが楽しめます。8月上旬の桃からスタートし、

ぶどう、梨、りんごの 4種類があります。太陽の光をい

っぱい浴びて育ったジューシーなフルーツはおいしさも

格別！その場でもぎとり食べることができるので、毎年

たくさんのお客様がお越しです。夏のもう一つのお奨めは 7月中旬にオープンする

プールプラザです。開放感たっぷりのプールプラザで、暑い夏も元気に遊べます。

見どころ・遊びどころ満載の神戸市立フルーツ・フラワーパークは神戸の穴場です。

※今年のプールは 7月 21日(土) ～ 9 月 2 日(日)です。 078-954-1000



★第４２回神戸まつりが盛大に催されました！
今年の神戸まつりは、５月１８日（金）のオープニングから始まり、１９日（土）

の各区のまつり、そして最終日２０日（日）のメインフェスティバルとそれぞ

れ賑やかに行われ、特に最終日のパレードではサンバや生田神社の方々だけで

はなく、東京ディズニーリゾートからディズニーの仲間たちも参加し、ミッキ

ーやミニーを中心に、それは華やかなものになりま

した。また京町筋にて、東日本大震災被災地を応援

する「東北物産展」が行われ、その他、平清盛ゆかりの地「神戸」の魅力を発

信している「KOBE de 清盛２０１２」観光キャンペーン PR のため神戸・清盛

隊も参加し、神戸まつりを盛り上げていました。皆さん、見るだけではなく来

年は、出演してみては如何ですか？きっと楽しい思い出になると思いますよ！

★山口さとこ氏が訪問されました
センター街２丁目が進めているアートストリート構想の一環

として、来年度は日本を代表する現代彫刻家である山口牧生氏

の作品「條痕のある石」が八番目の作品として収蔵される予定

です。その山口氏のお嬢様で氏と同じ石彫家であられる山口さ

とこ氏が来訪され、久利理事長と旧交を温められました。既に

スタートしている作品の収蔵プロジェクトの経過をさとこ氏

にご報告させていただき、来年のスケジュールについてもお知

らせしました。さとこ氏は精力的に作品を制作されており、京都の亀岡には牧生

氏とさとこ氏の作品が多数展示されている「ミチガーデン」があり、今もなお生

成・熟成されているそうです。牧生氏が心血をそそいで創られた作品が収蔵され

るとあって、さとこ氏も本当にお喜びのご様子でした。来年の収蔵が待ち遠しく

なってきました。

ミチ.ガーデン：京都府亀岡市西別院町万願寺大堂 21-5 tel．Fax.0771-27-2919

★こうべイクメン グランド・フィナーレ 三宮センター街からはじまり、
大きく花開きました！

『3年でイクメンが当たり前の社会』を目標に、2010 年にセンター街から始まったこうべイクメン大賞。

3年目の集大成として、これまでの取り組みを「ひろめる」イベントを開催。現在イクメンエピソードを

募集中！応募いただいたエピソードは父の日のイベントで紹介された後、応募いただ

いた方全員に写真のＴシャツをプレゼントいたします！育ててくれた親への感謝の気

持ちを添えてご応募ください。5月 19日にはプレイベント「ベビーカーエクササイズ

in 六甲アイランド」も開催！ 詳細は『こうべイクメン大賞』で検索！

こうべイクメン大賞事務局(毛利マーク内) 電話：078-331-0874 担当 藤井まで

★編集後記
皆様は楽しくゴールデンウイークをお過ごしになられたでしょうか？編集室では大事件？が起こってい

ました。某編集員が道の駅のような場所で購入した山菜に食あたりをおこし、一時的に意識が飛んでしま

う程の状態になりました。売っているものだからと安心して食してしまった結果ですが、今は当人も完全

に回復して事なきを得ましたが、一歩間違えれば、大変なことになっていたはずです。これからは暑く湿

度の高い日が続きます。体調管理、食事、睡眠のチエックを厳しくして乗り切りましょう。



★税務署員募集のお知らせ （平成２４年度税務職員採用試験）
○受験資格

➀ 高卒見込みの者及び高卒後３年を経過していない者（平成２１年４月１日以降に卒業した者）

➁ 人事院が➀に掲げる者に準ずると認める者

○ 試験の程度

高等学校卒業程度

○ 申込受付期間

➀ 平成２４年６月２６日（火）～７月５日（木）「インターネット申込受付期間」

（注）１ インターネット申込みを利用できる環境にある方は、できるだけインターネット申込み

をご利用ください。

２ インターネット申込専用アドレス[http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html]

➁ 平成２４年 7月２日（月）～７月１０日（火） 「郵送・持参申込受付期間」

（注）２ できるだけ郵送（簡易書留）にしてください。７月１０日（火）までの通信日付印有効

○ 申込書による提出先

人事院近畿事務局

〒553-8513 大阪市福島区福島１－１－６０ 06-4796-2191

○ 試験日等

第１次試験 平成２４年 ９月９日（日） 基礎能力試験・適性試験・作文試験

第 2次試験 平成２４年１０月１８日（木）～１０月２５日（木）のうち、第１次試験合格通知書で

指定する一日 人物試験・身体検査

○ 合格発表日

第１次試験合格者発表日 平成２４年１０月１１日（木）

最終合格者発表日 平成２４年１１月２０日（火）

○ 問い合わせ先

大阪国税局 人事第二課試験係 （06-6941-5331）

神戸税務署 総務課 （078-391-7161） ※音声案内に従ってはじめに「２」を選択して下さい。

採用に関する情報は、国税庁ＨＰ「採用案内」にも掲載しています。
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★久利理事長が沖縄の追悼式典に参列されました
神戸を発つ時は心配されたお天気でしたが、沖縄の方々がいつも

おっしやる通り、この日は今年も梅雨が明け快晴の強い陽差しの

中、全戦没者追悼式典、「島守の塔」慰霊祭が摩文仁の丘で執りお

こなわれました。ひと街創り協議会・ザ・ファーストから 5名が

参列し、沖縄戦で犠牲になられた 20万人もの方々に加え神戸・東

日本大震災でお亡くなりになられた方々のご冥福と、平和へ祈りを捧げました。

★世界禁煙ウイーク啓発パレード
兵庫県タバコフリー協会（会長 薗潤医師）では、毎年兵庫県医師会と共催で、世界禁

煙ウイークに因んだ県民フォーラムを開催しており、今回も６月９日（土）午後に兵庫

県医師会館で開催されました。その流れの中で、当日午後４時から三宮センター街でも

啓発パレードが催行され、禁煙マークの団扇を手にした多くの支援者と共に熱心に禁煙を訴えていました。

薗会長はメディアでもよく取り上げられている熱心な禁煙推進者ですが、昨今三宮地域でも禁煙の動きが

顕著で、愛煙家の方々は肩身が狭い思いをされているのではないでしょうか？ただ禁煙への流れは、既に

は後戻りはできない状況になっています。たくさんの税金を納めていただいている事に感謝はしつつも、

愛煙家の皆様、禁煙されれば、周りの方々やご家族に喜ばれることはあっても、非難されることはありま

せん。是非、タバコフリーで、健康な生活に一歩を踏み出しましょう！

★想いを籠めて！
昨年皆様から頂いた大切な義援金は８月３０日に仙台市に拠点を置く特定非

営利活動法人、ワンダーランド様に寄付させていただきましたが、それからさ

らに今月までに集まった義援金を神戸でハンディキャップを負いながら社会

復帰を目指す方々がその一環として作っておられるお菓子を買わせていただ

き、そのお菓子を御縁の深いＡＮＡ仙台支店に託しました。6月 8日（金）にＡＮＡさん主

催の被災地での復興支援の一環として、「石巻市立門脇小学校での航空教室」が開かれました。写真はそ

の時に生徒さん代表４名に私達からのお菓子を進呈した時のものです。もちろん、生徒さん達は大喜びで、

復興途中ながら、生徒さん達の明るい笑顔が印象的だったそうです。皆様ご協力ありがとうございました。

★税務署から感謝状を受け取りました。
平成 24 年 5 月 17 日（木）、KOBE 三宮・ひと街創り協議会は神戸税務署から感謝状の受賞を受けました。

今までの確定申告の広報活動などの地道な活動に感謝しての受賞となりました。会を代表して久利理事長

が感謝状を受け取り、税務署の方々とも懇談されました。日頃税務署と聞くと、お硬いイメージがありま

すが、積極的に係わることで税についても知識が増えていきます。街の対外活動がこの様な形で現れると

いう事は日頃の努力が色々な形で認められていっているのですね。嬉しいことですね。

★（株）神戸サンセンタープラザの専務が交代されました
永らくサンセンタープラザでお世話になりました平田専務が退職され、６月１日付けで

新屋（ｼﾝﾔ）氏に引き継がれました。新屋氏は昭和 27 年３月５日生まれで、昭和 52年に

神戸市に採用され、平成 20 年神戸市交通局自動車部長、平成 24年 3月に神戸市を退職

されました。新屋氏からメッセージをいただいておりますので、ご紹介します。「私は神戸で生まれ育ち



ました。三宮センター街は昔も今も華やかでおしゃれな、夢いっぱいの街です。大好きな神戸の街の発展

に少しでも力になれればと思っています。よろしくお願いします」とのことです。新屋専務、これからよ

ろしくお願いしますね！

★ヴィッセル神戸の応援に行ってきました
６月９日（土）にホームズスタジアム神戸で行われたヴィッセル神戸 vs.コンサドーレ札幌

のゲームを観戦してきました。ワールドカップアジア最終予選で盛り上がっていますが、こ

のゲームでも、その熱気は負けていませんでした。テレビの前では感じることのできない選

手達の熱いスピリットと観客の興奮が伝わってきます。ゲームは前半、大久保選手がＰＫ

とゴール前のチャンスボールを確実に決め、楽勝かと思いきや、コンサドーレも素晴らし

いミドルシュートなどを決めて前半は２－２の同点。後半は互いに競りあうも決定機がな

く、結局引き分けに終わりました。気持ちの熱いサポーター達には少々不満の残ったゲー

ムだったのかもしれませんが、楽しい観戦ができて大満足で帰ってきました。皆様も現場

での観戦を是非お勧めします。普段の自分ではない興奮したご自身を見つけることができますよ！

★「アフロディーテ」がオープン。店長さんよりのメッセージです。
先日センター街３丁目から２丁目に移転して、リニューアルオープンしたブライダルダイ

ヤモンド専門店「アフロディーテ」です。ダイヤモンドの直輸入の直営店ならではの感動

的価格で高品質の美しい輝きのダイヤモンドを提供していると、口コミ人気が高いショッ

プ。リニューアルオープン記念キャンペーンでダイヤモンドが最大５０％オフになる上、

マリッジリングも３０％～２０％オフになるので、今が賢く手に入れるチャンス！カップ

ル達の予算に合うように幅広い価格帯のブライダルリングが揃っています。満足度と信頼

度が高く、一生に一度の大切なリングに相応しい一品が見つかるはず。又、全国に数少な

いダイヤモンドのブランド「FOREVERMARK  DIAMOND」の選ばれた正規取扱店です。世界が認めた最高級の

ダイヤモンドを嬉しい価格で、納得＆満足していただける良心的な専門店です。気さくなスタッフが色々

とアドバイスをさせていただきます。 営業時間１１：３０～２０：００

（平日は１９：３０まで） ０７８－３３３－３８７７ 定休日：年中無休

★厳しくなった糖尿病の診断基準
「糖尿病」は、みなさんもよく聞かれたことのある病名と思いますが、実は今年の 4月よりこの糖尿病の

診断基準が少し変わりました。血糖値の平均基準を示す、グリコヘモグロビン HbAIC という指標がありま

すが、これは採血時から過去 1-2 ｹ月間の平均血糖値を反映し、血糖コントロール状態の指標となります。

この値が従来日本で使われて来たＪＤＳ値より、国際的に標準とされる NGSP 値に変更となりました。

これにより HbAIC が 6.1％以上あれば糖尿病型と診断されるようになり、従来より 0.4％厳しくなってお

り、以前の日本の基準がすこし甘かったともいえます。（その他随時血糖が 200 ㎎/dl 以上もしくは空腹

時血糖が 126 ㎎/ｄI 以上 あっても糖尿病と診断されます。）生活習慣の変化などで近年糖尿病は増加傾

向にあり、血液検査の機会があれば一度この HbAIC も測定してみてください。

★編集後記
久利理事長が今年も街創り協議会、ザ・ファーストのメンバー４名と共に沖縄県主催の沖縄全戦没者追

悼式典に参列されました。続いて行われた須磨区出身で最後の官選知事として自ら志願して赴任され今

でも多くの沖縄の方々に深い尊敬の念を抱かれている島田叡（ｱｷﾗ）さんを慰霊する「島守の塔」の追

悼式典にも参列されましたが、今年から神戸市長からも献花されています。今その沖縄では、アメリカ

軍の新型輸送機オスプレイの配備問題で揺れています。現地に出向き、その空気を肌で感じれば、こう

いった諸問題の深刻さが実感として伝わってきます。東日本大震災にしても、沖縄の苦しみにしても、

私達、「街衆」は他人ごとではなく、問題に向き合っておられる彼らと、顔を直に向き合わせ、絆を強

くして一緒に前進して行きたいと感じています。これからも私達の街はマニュアルではなく、ハートを

大事にした街運営をしていきます。皆様のご協力をよろしくお願いします。
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★宝塚大學日本画研究室 卒業生選抜展
1987年（昭和 62年）の春に関西での最新鋭の芸術系大学としてスタートした宝塚造形芸術大学は、その

後、東京メディアコンテンツ学部・看護学部と発展をとげ、2010年 4月に宝塚大
學と改称しました。その宝塚大学が創立 25周年の記念事業として数々のイベント
を来年の１月まで予定しており、その一つとして 8月 8日（水）～12日（日）ま
で「原田の森ギャラリー」として知られる兵庫県立美術館王子分館（王子公園の

すぐ南側）本館１階展示室で同大学日本画研究室卒業生選抜展が開かれます。こ

の件に関して宝塚大學日本画研究室の山田毅様からメッセージをいただいておりますのでご紹介します。

「この度、宝塚大学創立２５周年を記念して、日本画研究室では、本学の活動を一人でも多くの方々に観

て頂きたく、日展、日春展等の全国公募展に入選した作品を中心に

約５０点を選抜し展示する事になりました。また、７月２５日～３

１日迄、三宮インフォメーションギャラリーにて、日本画小品展を

開催致します。御高覧承ります様お願い申しあげます」とのことで

す。メッセージの中にもあります様に、インフォメーションギャラ

リーで先行して一部の日本画が展示されます。ここで直にその素晴

らしさに触れていただければ、皆様のアートな心が刺激を受けるのは間違いありません！是非、この小作

品展と原田の森での選抜展にお出かけください！！（写真の絵は生徒さんの作品ですが、今回の出展作品

ではありません。） 展示は午前 10時～午後 18時まで（最終日は 16時まで）
お問い合わせ先： 宝塚大學２５周年記念事業実行委員会 072-756-1231

E-mail : { HYPERLINK
"mailto:anniversary25@takara-univac.jp" }

★石垣島の力強い古陶、堪能しました
沖縄本土復帰 40年特別企画展の「致元と八重山古陶」展が那覇市の壺屋焼物博物館で開
かれていました。私達が進める「夢・未来号プロジェクト」を沖縄に在って献身的に御

協力下さる吉戸直さんがプロデュースされた、沖縄タイムス社が主催された展覧会です。

仲村渠致元（ナカンダカチゲン）という１８世紀の名工が石垣島に渡って作陶した名品

を初め、今まで他の作例と考えられていた力強い作品が展示され、今後の研究の深まり

が期待される、地味ですが意味のある展覧会でした。

★節電の夏 小さな行動が大きな力に！
ご存じの様に昨年の夏、今年の冬、今年の夏で３回目の節電要請期間が始まっております。７月１０日よ

り節電幅が 15％から 10％に変更になり緩和された感はありますが、現状について関西電力神戸営業所に
取材をいたしました。関電の担当者の方から先ず、昨年来からの街を挙げての積

極的な節電協力に対するお礼がありました。そして以下のようなメッセージを頂

いておりますのでご紹介します。「今回 15％から 10％に節電幅を変更させていた
だきましたが、未だ十分な予備力を確保している状況にはなく、13基の火力発電
所の定期検査を延期し、ほぼフル稼働の状態を続けております。火力発電所等に

トラブルが発生した場合には、電力需給が逼迫することも予想されます。また、



同様に他の電力会社の発電所でトラブルが発生した場合にも、関西電力向けの電力融通が縮小し、電力需

給が逼迫することも考えられます。万が一に備えるべく、計画停電のお知らせとして約 1200万通のＤＭ
をお客様へ発送しておりますが、何が何でも計画停電を回避すべく、不退転の決意で電力供給力確保に全

力を尽くして参ります」とのことでした。担当者の方の真剣な眼差しが電力供給危機の厳しさを物語って

いるようで、聞いているこちら側も思わず手に力が入ってしまいました。２丁目タイムズをご覧の皆様も

気を緩めることなく、ご自宅に関しても節電へのご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

詳しい情報は関西電力株式会社のホームページまで！ www.kepco.co.jp/

★株式会社センター興産さんからのご挨拶です
センター街２丁目にあります「銀座ダイヤモンドシライシ」の建物オーナーで、５月に三宮センター街２

丁目商店街振興組合に加入していただいた（株）センター興産の代表取締役 南健次郎様からご挨拶のメ

ッセージをいただきました。「（株）センター興産は永年に渡り神戸を中心に不動産賃貸業・仲介業を手掛

けてきました。特に不動産仲介業においては、三宮センター街を始め、三宮周辺の店舗リーシングに力を

注いでおります。それぞれの街並み、商業地区が持つイメージを大切にしつつ、華やかで魅力溢れる街に

なるよう不動産を通じ、皆様方に貢献していきたいと考えております。よろしくお願いいたします」との

ことです。私達の街の新しいお仲間として一緒に頑張っていきましょう。これから末永くよろしくお願い

いたしますね。（株）センター興産078-322-3444 銀座ダイヤモンドシライシ078-334-7470

★神戸市立博物館 「桜ケ丘銅鐸の謎に迫る」
「桜ケ丘銅鐸」って何？なぜ「桜ケ丘」？と疑問を感じつつ、現在、展示が行われている神戸市立博物館

に取材に行ってきました。「銅鐸」とは青銅製の鐘のことで、約 2000年前の弥生時代に
作られた物です。そして「桜ケ丘」ですが、これが意外と神戸市民にとっては身近の名前

で、昭和 39年に神戸市灘区桜ケ丘町の山の中で家の壁土を採っていた人が偶然１４個の
銅鐸と 7本の銅戈（どうか）を発見したことから、「桜ケ丘銅鐸」と名付けられました。
銅戈とはやりの先の刃とほぼ垂直に取り付けられている鎌状の武器のこ

とです。「銅鐸」の正確な使用目的ははっきりしておらず、発見された銅

戈もその薄さから銅鐸と同じく、日本に米作りが伝わった弥生時代に豊作を願った農耕儀

礼の祭器として使われたのではないかと考えられています。その後、弥生時代からそれに

続く古墳時代への流れの中で銅鐸に代わって「鏡」が重視されるようになり、不必要にな

った銅鐸を大切な宝器として地下に奉納されたと考えられています。実物を観ると、その

時代を映すような動物や人などの模様が表面に描かれていて、その時代の人々の暮らしに

想いを馳せることができます。日頃の雑務に辟易している皆様、一時でもそれらを忘れて、悠久の旅路へ

といざなってくれる神戸が誇る国宝を観にいきませんか？

９月２日（日）まで開催

神戸市立博物館 078-391-0035 午前 10時～午後 5時（金曜日は午後 7時まで） 休館日：月曜日

同時開催：古地図企画展「海と陸のみち」－江戸時代を旅するー

南蛮美術企画展「Ｍeeting with the West!－西洋と出会った江戸美術―

★編集後記
西神戸を代表する商工業の街、神戸市長田区で３５年間営業してきた大丸新長田店が 2013年 1月で閉店
することが決まりました。震災後の人口減少や、それに伴う住民の高齢化、さらには景気減速など、あら

ゆる面から街の活力が失われ、その魅力も失われていった結果でしょう。鉄人 28号の巨大モニュメント
なども活力を取り戻すには十分ではないようです。街の魅力は一時的な人集めのイベントやハード面だけ

では決して備わりません。大資本が流れている大阪と同じ手法ではなく、「なぜか足が向いてしまう魅力

的な街」を目指しています。安心・安全・清潔でアートの風が漂い、やさしさを感じる街になれば、何度

でも我が街に出向いてもらえるでしょう。街を挙げて協力・推進している８月の献血運動もその一つです。

これからもご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
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★第５回 ´１３ ＫＯＢＥ夢・未来号の準備始まる！
三宮の街衆が進めている「ＫＯＢＥ夢・未来号」も早いもので、来年で５回目になります。第１回で沖縄

にお連れした当時の児童さん達も今や青少年真っ盛りというところでしょうか。来年のこのプロジェクト

の実施にあたり、その準備が既に始まっており、9月 25（火）～27（木）まで 7名の人員で沖縄まで下準
備を兼ね、表敬訪問します。KOBE三宮・ひと街創り協議会からは久利会長を初め、片岡・中村・吉見氏
の３名、さらに ANAセールス（株）大阪支店からは板倉・井上の両氏とザ・ファーストの事務局から永
塚氏が現地に足を運ばれます。那覇では那覇空港ビルディング（株）の安里会長、ANA沖縄空港支店長
の石田氏、さらに沖縄県物産公社、首里城公園管理センター、そして沖縄県庁など、全部で 13の団体・
個人をお訪ねします。それぞれの関係者の方々に直接お目にかかり、旧交を交えながら来年のプロジェク

トの内容を御説明し、御協力をお願いしてまいります。地道な活動の積み重ねと熱いハートでこのプロジ

ェクトを継続し、多くの児童さん達に少しでも感動を与えるお手伝いができればと思っています。皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。

★秋の懇親旅行～皆で北京へＧＯ！
２丁目の秋の懇親旅行は北京に決まりました。今や世界経済の牽引車である中

国の首都です。まだ行ったことのない方は是非とも、ご自身の目でその様子を

ご覧になられてはいかがでしょう。行った事のある方も前回からの発展ぶりも

楽しみですね。もちろん、経済発展の新しい姿だけが北京の魅力ではありませ

ん。ＴＶでお馴染みの天安門広場・万里の長城などの中国４千年の歴史も見ど

ころの一つです。北京には「万里の長城」、「明十三陵」、

「頤和園」、「故宮博物院」、「天壇公園」、「周口店」という六つの世界遺産があり

ます。今回の旅行でも「万里の長城」、「故宮博物館」はコースに入っています。

中国と言えば世界に轟く中華料理です。今回は北京で最高との評判の北京ダック

のお店、全聚徳でディナーです。その格別の味をお確かめ下さい。宿泊は北京の

銀座と呼ばれている王府井のそばで、抜群のロケーションにあるレジェンデ

ールホテルです。観光・ショッピング等、便利ですね。また、そのヨーロッ

パ調の建物は吹き抜けのロビーから客室まで優雅ですよ。２丁目との繋がり

の深いＡＮＡの飯島様が現在、北京ＡＮＡの支店長で駐在されておられます

が、夕食のレストランもホテルも「いいね！」と仰っておられます。現地で

は最新の情報も提供して下さるでしょう。色々とお伝えしましたが、懇親旅

行で何より大切なのは、組合員同士の、さらに２丁目と縁の深い方々との繋がりをより深める事です。多

くの方のご参加をお待ちしております！

三宮センター街 2丁目店街振興組合 078-331-3091

★赤十字献血推進運動！！
三宮センター街では 1995 年 1月 17 日未明に起こった阪神淡路大震災を教訓

に街ぐるみで献血活動を応援・推進しています。今年も 8月 3日（金）猛暑

の中、献血推進運動が行われました（献血への参加動員は 3日から 9日まで

実施されました）。ザ・ファーストの協力も得て、色鮮やかな風船や PR 用の



ティッシュを配布しながら献血を呼びかけました。8月は暑さのせいか、輸血用の血液が大変不足するそ

うです。この運動もすっかり街に定着して夏と冬の大事な活動になってきています。

今回も多くの献血者の確保ができ、三宮センタプラザ献血ルームでの今年の当日の実

績は受付が６４名、採血者数が５４名で昨年の実績より２名増えました。献血ルーム

の所長からも「皆様お忙しいところ、また暑い中、メンバーの皆様の献血参加、また

熱心な呼びかけ活動により、多くの献血者を確保することができました。皆様のご協

力に感謝申し上げます」とのお礼の言葉をいただきました。“献血ルームのある街”

として「街ぐるみ」で献血運動をこれからも支援・推進して行きましょう。

★恒例 生田神社の大海夏祭り
恒例となった夏の神戸の夜を彩る生田神社の摂社大海神社の夏祭りが８月３・４・５日

（金・土・日曜日）の３日間にわたって、名物のど自慢大会を始め、様々な催しと共に

行われました。特に８月４日には昨年同様、妃月洋子さんのライブが１９：３０頃から

行われ、夜空の中を流れる素敵な歌声と音楽に酔いしれました。

また神社の境内では夜空ＢＡＲ・ボディペイント・旬の野菜市な

ど趣向を凝らした特設コーナーが出展され、大変賑わっていまし

た。節電の夏が叫ばれている中、このお祭りが楽しい暑気払いに

なり、皆さんの笑顔が本当に印象的でした。なんでも、この大海神社の神様は猿田

彦大神がお祀りされていて、生田神社がこの地に遷座される前から建立されていたのだとか！道開きの神

様だけに、開運に御利益があるそうで、集まられた皆様にはきっと良い事がこれからあると思いますよ！

今年はご都合がつかなかった方々も来年は参加してみませんか！

★Ｄｏｒｒｙ Ｄｏｌｌ三宮店がオープン！ 店長さんからのメッセージです
８月３日（金）にオープンしました Dorry Doll三宮店です。「オードリー・ヘップバ
ーンの様な清楚で気品あふれる華やかさの中に、どこか憂いのある美」をコンセプト

にし、結婚式や二次会謝恩会など、パーティーシーンやディナーシーンを演出するド

レススタイルを提案いたします。ドレスに合う小物類もたくさん揃えており、全身コ

ーディネートできるようになっています。是非一度、ドリードール三宮店にお越し下

さいませ。 店長 香川沙輝 営業時間 11:00~20:00 078-599-9980

★編集後記
今夏のオリンピックは日本人選手の大活躍で興奮しました。寝不足になられた方も多いと思

います。しかしながら度胆を抜かれたのが南アフリカの「義足のブレードランナー」として

有名なオスカー・ピストリウス選手（25歳）です。一歳になる前
に両脚の膝から下を切断した彼はパラリンピックには参加してい

ましたが、ロンドンオリンピックへの出場で、その両方に参加す

る初めての義足ランナーになりました。彼は 400ｍ走に出場し準決
勝で敗退し、惜しくも決勝には進めませんでしたが、その走りは

本当に感動的でした。彼は大会前のあるインタビュウーの中で、

タトゥーとして自身の身体に入れている聖書の中のある言葉の意味を問

われ、「外的な要因に肉体を従属させずに、完全に制御すること」だと説

明し、付け加えて「もし何かを得たいなら、本当に得たいと思うなら、

あなたは厳しい努力をしなければなりません」と述べています。彼ほど

自分の言葉に説得力を持っている人はいないでしょう。困難が続く日本

ですが、彼の言葉に勇気を得て頑張っていきましょう！
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★沖縄の政財界の皆様がお訪ねくださいました
今月の２５日（火）から、いよいよ５回目となります「神戸・夢未来号」の準備の為に、沖縄へのご挨拶、

現地チェックが始まりますが、それに先駆けて稲嶺前沖縄県知事を始めとしま

す沖縄の政財界のそうそうたる方々が９月６日（木）に御来神になり、久利会

長・片岡事務局長・永塚専務理事と懇親の機会を得ました。２６日（水）に現

地で再びお目にかかる予定の沖縄タイムス社の岸本会長さんからは、お帰りに

なられた後、わざわざ新聞社としての全面的なご協力のご連絡もいただきまし

た。神戸らしいプロジェクトが沖縄の方々の愛情溢れる深い理解のもとで、大

きく育っている事を実感しますね。

★働くパパとママの味方！ Ｋｉｄ‘ｓ Ｂａｌｌｏｏｎ
サンセンタープラザ西館の５階に保育サロン、キッズバルーンがあるのは多くの皆様がご存じだと思いま

す。今回、実際に小さなお子様をお持ちで、三宮で働いておられる方々にもっとこ

のサロンの事を知っていただきたく、取材に行って来ました。運営時間は早朝の７

時から夜間の２２時（早朝・夜間料金が別途必要）で０歳児から５歳児までの未就

学児を預かっています。原則として月極めでお子様をお預かりしますが、一時預か

りでもご利用になれます（要予約）。このサロンは国から「事業所内保育施設」の認

可を受けており、現在４０人前後のお子様を預かっており、１０名前後が順番待ち

の状態です。一番、親御様が気になるのがセキュリティの面だと思いますが、避難

口は別にして、一般の方々の入り口は一か所のみで常にロックされており安心です。

保育方針は「人の痛みがわかり社会性豊かな友達を思いやる心、よく考え最後までやり遂げる頑張る力を

大切にします。明るく元気に挨拶ができる子。ごめんなさい、ありがとうが言える子に。してはいけない

事、しなければならない事がわかる子に」となっています。実際に取材をして印象に残ったのが、お子様

がスムーズに義務教育課程に進めるように教育に力を入れていることです。毎日、カリキュラムが組まれ

ていて、算数に繋がる「数遊び」・「数字のワーク」、国語に繋がる「文字遊び」・「文字ワーク」もあり、

さらに「体操教室」・「英語教室」・「知育教室」には専門講師によるレッスンといった充実したものです。

もちろんベビークラスのカリキュラムもすばらしいものです。このサロンの利用者アンケートによると、

保育内容には満足度が高く、未就学児だけでなく、それより上の学童保育を望んでいる方が大半です。最

後にスタッフのことですが、ここで働いておられる保育士の方々はほとんどが長期に亘って就業しておら

れ、気心が知れており、親御さんとのコミュニケーションも円滑に行われているのだそうです。近い将来、

身内に新しい命を期待している記者としては、このキッズバルーンを利用したくなりました。小さなお子

様をお持ちの方々も是非検討してみて下さい。

（三宮センター街の関係者、サンセンタープラザ関係者の方々には別途料金不要などの特典あり）

保育サロン 神戸三宮キッズバルーン 神戸市中央区三宮町 2-11-1 センタープラザ西館５階

078-333-8001 営業時間 8:00~18:00 (7:00~8:00、18:00~22:00 は別途料金) 年末・年始は休園

★生田神社の秋祭り
神戸三宮の氏神さん生田神社の秋祭りが９月２０日の例祭氏子奉幣祭を中心に１９日～２２日までの４

日間、盛大に行われました。この秋祭りは、威勢の良いお神輿が繰り出す４月の春の大祭とは様相が異な

り、文化のお祭りとして親しまれていて、２２日１９時からは雅楽の夕べ（雅楽の演奏や舞楽等の催し）



もありました。また特に今年は神戸ゆかりの平清盛がＮＨＫの大河ドラマにて放映されていることもあり、

平家物語の悲しい様を現す薪能「敦盛」が１９日の１８時から舞われました。日本伝統の格調高い文化に

触れられる内容です。

生田雅楽会ＨＰ http://www.ikutajinja.or.jp/gaku/gagaku.top.htm 078-321-3851

★神戸の玄関口三宮からめぐるクイズラリー！神戸ぐるっとまわってポン！？参加者募
集！！
「神戸ぐるっとまわってポン！？」は三宮 生田神社をスタートして神戸の名所をクイ

ズに答えながら堪能できる新企画です。コースは①有馬コース②六甲摩耶コース③清

盛コース④岡本コース⑤須磨コースの５つから選べます。ケーブルカーに乗ったり、

船でクルージングしたり、焼きたてのパンを楽しめたりと、どのコースも見所満載で

す。きっと、秋の楽しい一時になりますよ。

10 月 8 日(祝)開催。先着 100 名。参加費 \2,000(交通費込)申込はウェブサイトから

詳細は公式ウェブサイト： http://gurumawapon.kobe-sc.jp/ をご覧ください

★“恒例 ワインラベル決定！！”
2 丁目恒例、神戸ワインのラベルが決定しました。毎年 11 月に皆様に配布しております。ラベルは“観光

団上陸”と言うタイトルです。川西英先生の華やかな作品です。毎年いろいろなラベルが登場し、楽しみ

にされている方も徐々に増えてきています。神戸ワインの味も最近深みを増しており、どんな料理にも多

くの種類の中からピッタリのワインが選べます。食欲の秋を楽しむにはもってこいのワインです。ご家庭

で飲まれる方は、赤も白も両方きりっと冷やして飲んでいただきたいです。美味しい料理とそれに合う素

敵なお酒は世界共通です。2丁目のワインをお楽しみください。

★島守の会 大城会長が来神されました
９月４日（火）に（財団法人）島守の会の大城盛昌会長を沖縄からお招きし、サンセンタ

ープラザ西館６階で「沖縄の島守 島田叡元沖縄県知事」についてという講演が行われま

した。ＫＯＢＥ三宮・ひと街創り協議会とザ・ファーストのメンバーに加え、前日のメデ

ィアの報道もあり、一般の方々も御参加下さいました。島田叡元沖縄県知事は沖縄戦の最

中、自分の命を厭わず、多くの沖縄県民の命を救われた神戸出身の最後の官選知事です。

講演では島田元知事の決死の様子や大城氏の大変な経験など、胸に詰まるものがありまし

た。講演の後、一般の方のご意見として、「神戸での島田叡元知事の知名度が沖縄でのそれ

に比べて低いように感じる」というものがありました。神戸出身の素晴らしい方なのですから、もっと積

極的に広報をしたり、神戸の小学校で教えていただいたりとかあってもいいのではと感じました。私達は

島田叡元知事のことをこれからも地道に、そしてしっかりとお伝えして行きたいと思っています。

★編集後記
新聞報道で知りましたが、東京で０９年１１月に立ち上げられたグリーンバードというＮＰＯ法人の神戸

チームが毎月、第二、第三月曜日の１９時以降に主に三宮の飲食関係の街中でクリーン活動を展開してい

るのだそうです（彼らの活動は須磨海岸の清掃とか多岐に亘るようです）。２０代～５０代の男女が数十

名、インターネットの交流サイト・フェイスブックなどで情報を共有し、活動が拡がっ

ているのだとか。私達の街でも常に美化活動に力を注いでおり、美化エンジェルさん達

のご協力も得て、街ぐるみで「清潔な街」を目指しており、彼らの活動には本当に勇気

を得た思いです。彼らはボランティア活動というよりも、「遊び心」を忘れず、オシャレ

なユニフォームに奇抜な帽子をかぶったり、活動後の飲み会を楽しんだりして、お互い

の絆を深めておられるそうです。我が街の月に一度の清掃活動の後にも、ドンクさんで

お茶を楽しみ、普段、話したことのない方々とも交流の場となっています。これからも

この活動に積極的に参加されて、美味しいお茶を皆さんで楽しみましょう。



The 2 Chome Times 平成２４年１０月号
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★センター街２丁目懇親旅行 in ソウル
２丁目の旅行は１０月２３日から２５日まで韓国のソウルでした。当初、中国の北京を予定していたので

すが、尖閣列島をめぐる日中の緊張が激化したため、行き先を韓国のソウルに変更

しました。韓国は以前、日本の不良おじさんが行く所の定番でしたが（笑）、今は韓

流ブーム以来、女性の人気スポットになりました。時代の流れですね。事実、街中

にはグルメ・エステ・コスメ・人気雑貨店等が溢れており、南大門市場・明洞等で

ショッピングを楽しまれた方は、その賑やかさに韓国経済の発展を実感し、韓国民

俗村や世界遺産の水原華城を訪れ、歴史の勉強をされた方もおりました。夜は韓

国料理やお酒で皆さん盛り上がりました。参加されましたセンター街２丁目・神

戸地下街(株)・(株)サンセンタープラザ・ＰＯＢ・その他の企業、商業施設の皆様

はソウルにて楽しい時間を過ごされ、親睦を深められた事は、今後の三宮の街創

りに役立つものと確信いたします。来年も多数の参加を期待しております。

★矢田たつおさんを囲む中央区の集い
平成 24 年 10 月 31 日（水）に矢田神戸市長を囲む中央区の集いが開催されます。ゲスト講演と矢田さん

のお話、質疑応答の 2部構成です。前回は神戸ＦＣの関連でした。今回もサッカー関連でＩＮＡＣ神戸レ

オネッサのコーチ米澤美和さんの講演予定です。女子サッカーは今では大変な人気です。皆様もロンドン

オリンピックでは熱く応援されたのではないかと思います。惜しくも銀メダルでしたが、受賞の時のあの

爽やかな笑顔に眠いのも忘れ感動しました。無心にボールを追いかける姿は子供達にすばらしいメッセー

ジとなったと思います。矢田神戸市長のお話でも、普段市政と言われてもピンと来ないのですが、毎回大

変ていねいに解りやすく説明していただけます。これからの神戸市がどう動いていくかを知る良い機会で

はないでしょうか。 問い合わせ先：中央区のつどい実行委員会 ☎０７８－２２２－００８１

場所：勤労会館７階大ホール 日時：平成２４年１０月３１日(水)ｐｍ：６時～ｐｍ：７時３０分

★ ２０１２地域安全運動街頭パレード
１０月９日（火）午後３時より、三宮センター街東入口よりトアロードまで

の間を兵庫県防犯協会、兵庫県、兵庫県警察が

参加して「地域安全運動」の横断幕を先頭に県

警音楽隊の演奏のもと防犯啓発のパレードが行

われました。フラワープリンセスひょうご２０

１２の女性に加え、兵庫県マスコットの「はば

タン」や兵庫県警察シンボルマスコット「こうへいくん」・「まもりちゃん」

も参加してくれて、賑やかなパレードになりました。日頃の生活の中で、忘

れがちな防犯への意識を高めようというものです。当組合からは、川飛相談役、大上理事が参加をしまし

た。三宮センター街は防犯への備えを、ＰＯＢのご協力のもと皆さんで推進しています。三宮センター街

は日本一安全な商店街ですよ！！

★平林克己写真展「陽」＋ メッセージ３．１１展示会
１１月１７日（土）から２５日（日）まで、三宮センター街１丁目、京町筋に架かっているブリッジ上で



東日本大震災を支援する催しが行われます。平林克己写真展「陽」＋メッ

セージ３．１１展示会で、震災から１年と８ケ月余りになっても、多くの

被災者の日常に大きな変化が見られない中、平林氏が被災してしまった方

達に「希望」を、すべての人々に「勇気」をという思いで活動しているも

のです。写真家平林氏は瓦礫撤去等のボランティアをした際、陸上はあら

ゆる物が津波で破壊され、無残な状態であるにも関わらず、空は変わらず

青く高く、そして必ず太陽が昇ってくる、偶然居合わ

せた老人がその光景を見て「きれいだな...俺ももう一度頑張ってみるか...」と呟

いたことから、人々の心にもこうしてまた希望の陽がさして来ることを願って、石

巻市、東松島市等で昇る太陽を撮影し続けたのです。当日は写真集「陽」の即売会

もあり、収益の一部は桃柿育英会震災孤児基金を通じて、東日本大震災で肉親を失

ってしまった震災遺児・孤児支援に寄託されます。さらに、来場者には会場に用意

された大型の布と油性ペンで東北への応援メッセージを寄せ書きの形で書いてもら

い、後程、東北各地へ届けられる予定です。特別イベントとして被災地ゆかりの方

とのトークショーや平林氏の活動に賛同しているシンガー松本隆博氏（ダウンタウ

ン松本さんの兄）によるコンサートも計画されています。是非、多くの方々に会場に足を運んでいただき、

これからも被災地を応援しましょう！ 問い合わせ先 Studio KTM  0297-84-6908 or 050-5507-8507

★魅惑のシャンパン専門店 キャトルオンズ
メディテラスのビルからトアロードを挟んだ直ぐ西側にシャンパンの専門店「キャトルオンズ」がオープ

ンしているのを皆様はご存じですか？偶然、このお店を訪問し、そのセンスの良い店構えと豊富なシャン

パンの種類に圧倒され、是非、神戸らしいこのお店のことを皆様に知っていただきたくて取り上げました。

２丁目の直ぐ隣に位置する「キャトルオンズ」の坂本春生氏からのメッセージをご紹介します。

「神戸北野町にオープンして以来 23 年シャンパンの専門店としてお客様にご愛顧

頂いておりましたが、この三月よりトアロードに移転して参りました。現在では、

より高品質なものを造り出す生産者を求めてシャンパーニュの奥深さを探求する事

で、フランスの方々にも知られていないシャンパーニュの原点をお客様にご紹介出

来るようになりました。「 キャトルオンズ 」では店主自らが 800
種を超えるティスティングの中から間違いのない生産者を探し

出し、何度も繰り返し試飲を重ねて選び抜いたアイテムを気軽に

お昼から味わっていただけけるように、1 グラス¥1.050- ~
¥1.260-にてご提供いたしております。フロマージュや前菜の盛り合わせなどの食べ物

もご用意してお待ちしております」とのことです。お昼からシャンパンを楽しみなが

ら、ゆったりとした時間を過ごす・・・なんと贅沢なことでしょう！是非、一度お試

しあれ！！ 営業時間 pm1:00 ~ pm 10:00 定休日 水曜日 078-219-9195

★編集後記
この度、京都大学の山中教授がノーベル賞を受賞されました。本当におめでと

うございます。もうすでにご承知の事と思いますが、教授は神戸大学医学部出

身なのです。実は私が夏になると発症する○虫の治療の為に通院している王子

公園の皮膚科の先生が神戸大学医学部の先輩らしく、約２年ほど前から山中教

授の事を話されていました。手先が不器用で整形外科の手術がうまくいかなく

て、ついたあだ名が山中ではなくジャマナカだったことも懐かしそうに回想さ

れていました。人間、何が幸いするかわかりませんね。もし教授の手先が器用だったらノーベル賞はなか

ったわけです。当時は目指していた臨床医を断念しなければならず、相当な挫折感を感じたと想像できま

す。しかしながらそれを乗り越えての今回受賞は、より称賛されると思ったのは私だけではないと感じて

います。現在、友人の息子さんが現役の神戸大学医学部の学生で、彼曰はく授業に於いて講師陣が「君た

ちの先輩山中先生」というのが枕詞だそうです。おめでとうございます。
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★インフルエンザワクチンを受けましょう！
神戸市ではインフルエンザワクチンの接種が１０月９日より始まりました。センター街２丁目でも１０年

前よりワクチン接種を奨励、補助しています。そこでワクチン投与をお願いしている竹村先生よりワクチ

ンに関してよく受ける質問と、その回答を紹介します。

Ｑ： なぜ毎年ワクチンを接種する必要があるの？

Ａ： インフルエンザウィルスにはＡ・Ｂ型がありますが、主な流行となるＡ型には多くの亜型があり、

毎年ウィルスは少しずつ変異してきます。それらに対応するために毎年の接種が必要となります。

Ｑ： ワクチンを接種すると絶対にインフルエンザに罹患しないの？

Ａ： 残念ながらワクチンを接種しても個人の免疫力の状態で罹患してしまう場合がありえます。ただ確

実なことは接種していれば、大半の方はインフルエンザに罹りませんし、たとえ罹っても経度で回復の早

くなる傾向にあります。

Ｑ： ワクチンの効果はどれくらい持続するの？

Ａ： これも個人差がありますが、結核などの細胞性免疫とは異なり、液性免疫で概ね数か月程度と言わ

れております。インフルエンザの流行期間は一般に１１月から３月ですので、できれば１１月までの接種

が望まれます。

Ｑ： ワクチンの副作用が心配ですが？

Ａ： 確かに不活化したウィルスの成分を体内に入れて免疫を作るため、全く副作用がないわけではあり

ませんが、数あるワクチンの中でもインフルエンザワクチンはかなり安全性が高いものとなっております。

これらのＱ＆Ａを見てもワクチンの安全性は高いことがわかりますね。是非、皆様もワクチンを接種され

て、健康で仕事に頑張りましょう！！ 竹村クリニック（サンプラザ３階 ） 078-391-3131

診察時間；10時～13 時、14 時～17時（受付は終了時間の 30分前迄） 木曜日午後、土日祭日は休診

★兵庫と沖縄 友愛の絆を未来へ
兵庫県主催による「兵庫と沖縄 友愛の絆を未来へ 40 周年記念シンポジウム」が１０月２８日（日）、

兵庫県公館で行われ、久利理事長も美ら海大使として出席しました。

太平洋戦争・沖縄戦では多くの県民が犠牲になる中、須磨出身の島田

叡氏は、死を覚悟しながら知事として赴任、最期まで県民の人命保護

に尽力された事実から、今なお「島守」として多くの沖縄県民から慕

われています。そのような背景もあり、両県は昭和４７年に友愛提携

が結ばれ、以降 40年間、友愛キャンプをはじめとする様々な活動を通

じて両県青年が友愛の絆を深めています。今回の 40 周年シンポジウムで

は、島田氏の出身校である兵庫高校の吹奏楽部の演奏で幕を開け、エイサ

ー、記念講演、両県ゆかりの方々によるパネルディスカッション、さらに

両県物産展も行われ、終始、和気藹々とした雰囲気で大いに盛り上がりま

した。また展示ブースでは「KOBE三宮・ひと街創り協議会」・「ザ・ファ

ースト」からも「KOBE夢・未来号」の活動を PRさせていただきました。



★クリスマス装飾が綺麗ですよ！
皆さんは気づかれましたか？センター街２丁目の東西入り口に綺麗なクリ

スマス装飾が飾られているのを。去年は震災

があり、「希望」を込めて星をフィーチャー

しましたが、今年も明るい未来に想いを馳せ、

真ん中に大きな星を飾っています。童心に還

って、シルバーとゴールドのトナカイと共に、

サンタが皆さんに幸せと笑顔を運んでいる

….なんて想像するのも楽しいですよ。

★第 3回ぐるぐる神戸は発迷王 PON ちゃんクリスマスバージョン！
ぐるぐる神戸とは、スマホを片手に神戸をぐるぐ

るし、「こうべ好きにもっと神戸好きになっても

らおう！」というプロジェクト！第三回目は、も

うすぐクリスマスシーズン！ということで、ルミ

ナリエの他にも、神戸の綺麗なクリスマスお奨め

スポットをテーマにしたポイントラリーです。ス

マートフォンを使い、三宮各所にクリスマスを満

喫できるスポットを設定しておりますので、その場所に行って、ネジ（ポイント）をゲット！集めたネジ

で賞品が当たる発明(抽選)にチャレンジできて一石二鳥です！ ぐるぐる神戸を通じて、多くの掘り出し

物や、老舗の店舗、こだわりの逸品と触れ合い、神戸の生活風土を改めて実感してください。

期間：12月 6日～12 月 25 日 詳しくはぐるぐる神戸 HP http://guruguru.ko-co.jp/

★三宮センター街、まち美化エンジェル 大クリーン作戦を実施しました
「まち美化エンジェル」は神戸の学生さん等を中心としたボランティアグループです。普段は毎月第 3土・

日曜に赤いベストと赤いキャップで三宮付近の清掃活動を行ない、神戸の街を

美しくしたいという気持ちを広げていく活動をしています。10 月 21 日（日）に

三宮センター街の街衆と合同で、ゴミ拾いや床掃除を行ないました。三宮セン

ター街２丁目には男女合わせて 10名の学生さん達が参加しました。清掃活動の

後にはドンク三宮本店で茶話会を開き、和やかな雰囲気の中、街衆と交流しま

した。クリスマスに向けて、ますますきれいな街で、ますます皆さんの笑顔が

素敵になれば嬉しいですね！

★編集後記
最近ネット上で私がよく閲覧するページに「人生と経営に役立つ名言・格言・いい

言葉」というのがあります。そこで目にする言葉にはハッとさせられる言葉が多く

あり、いつも悩んでいる時には参考にさせてもらっています。そこに先日ホンダの

創設者、本田宗一郎さんの言葉が出ていました。ご紹介します。

「勇気というのは強いからとか、勇ましいから勇気があるというのではない。たと

え、自分にとってどんなに不利な結果になろうとも、自分が、真実であり、妥当であると考えたことを認

め、それに賛成することこそが勇気である」

なかなか言えない言葉ですよね。ともすれば、大勢に流されて、自分の考えを押し殺し、無難な結論に迎

合してしまう。そうではなくて、何があってもぶれない。自分の信じている道を行く。この時代、さらに

求められている言葉のように感じます。私たちの街もこうありたいものですね。
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★ＰＯＢ森川社長の講演がありました
三宮センター街の安全を守る為に日夜全力で警備を続けて下さっているPOBの森川社長の講演会が 11月

28日（水）に神戸メリケンパークオリエンタルホテルで行われました。POB
が担当している数多くの企業の方々も参加され、神戸国際会館に事務所が

ある奥見法律事務所の奥見弁護士の話も交えながら「暴力団排除条例後の

企業における危機管理」と題して１時間余り、条例施行後の暴力団情勢、

フロント企業・共生者の動向、不当要求（クレーマー）の特徴と対処法に

ついてお話をされました。奥見弁護士からも福

岡市での現状を引き合いに出し、如何に一般市

民が暴力に対抗するのが難しいかを説明されていました。森川社長が強調され

ていたのは、企業対象暴力は驚くべき嗅覚を持っており、甘い話や有利な取引

話は、相手確認を十分に行うなど注意を要するという事で、トラブルの前には

必ず前触れがあるので、被害の未然防止にはそれに早く気付き、早急に対処法

を練るというものです。映画のタイトルではないですが、「今、其処にある危

機」に素早く対処する、これが重要です。三宮センター街が安全で、快適であり続けるためには、これか

らも POBと共に力を合わせ、日頃から「まさかのために気を配る」ことが大事です。POBの皆さん、こ
れからもよろしくお願いいたします！

★“ＴＨＡＮＫＳ沖縄・ＡＮＡ”、が開催されます
早くも第５回目となります「神戸夢・未来号」のフライトが来

年度 1月 12日（土）、13日（日）に行われます。今回も神戸
の児童養護施設の小学校６年生の生徒さん達とボランティア

の方々を一泊二日の沖縄旅行へご案内するプロジェクトです。

それに関連して、「ＴＨＡＮＫＳ沖縄・ＡＮＡ」 と称して皆

さんで沖縄へ行く活動も毎年行っております。今回は来年の 4月 15日（月）～17日（水）の予定で沖
縄へ向かいます。第１回の「ＴＨＡＮＫＳ沖縄・ＡＮＡ」から数えて５回目になります。息の長い活動に

なりつつあります。地元神戸空港の利用を促進し、「神戸夢・未来号」にご協力いただいているＡＮＡさ

んへの感謝を忘れないための企画です。東北へのボランティアでも、そこの地方の産出品を購入すれば、

直接ではないにせよ、被災地の力になっていることもありますね。この楽しい旅行に参加することも、子

供さん達の活動への手助けになるのではないかと考えております。多数のご参加をお待ちしております。

詳細は三宮センター街２丁目振興組合事務所（078-331-3091）までお問い合わせ下さい。

★ ２０１３年 「新年会」のご案内
来年の 1月８日（火）に例年通り、三宮センター街２丁目の新年会を午後６時よ

り神仙閣（中華料理）で開催いたします。毎年、1月の初めで仕事も忙しく大変

な時期ですが、久利理事長の年初の運営方針に関するお話や、来賓の POB の森川

社長のセンター街での警備状況に関する情報などのお話も聞けます。



そして日頃、話す機会の少ない近隣の店舗さんや、初めて組合員になられた方々

とも親しくなれるチャンスです。そして何より、美味しい料理とお酒を楽しめま

す。楽しい会話で毎年盛り上がっていますので、一年のスタートを気持ちよく飾

ることができますよ。去年は参加されなかった方々も今回は是非ご参加ください。

★ ２０１２ 「愛の鍋」
今年も恒例の「愛の鍋びらき」が、１２月４日（火）に兵庫県庁にて行わ

れました。センター街２丁目からは上田会長

と永塚専務理事が出席され、１０万円を三宮

センター街より預託いたしました。また、毎

年恒例の近田幼稚園の児童が一年間かけて

貯めた浄財を鍋に入れた後、善意の歌「心の花ばたけ」の合唱で締めくく

りました。児童さん達の気持ちのように清らかなこの浄財が、困っておら

れる人々のお役に立てればと願いつつ県庁を後にしました。

★氏神さん生田神社へ初詣
電力の供給問題などにより多くの国民が我慢を強いられた２０１２年であったような感が歪めない１年

でありました。我が国日本、隣国中国においても新しいリーダーが選任され変

革期を迎える 2013 年であるように思われます。来年こそは好景気で賑わう良

い年であります様に祈ると言うことで三宮を始め神戸の大氏神さん生田神社

へ初詣に行きましょう！！新年を告げる威勢の良い神戸太鼓が桜門上にて初

打ち、２日朝 10 時には縁起の良い翁面掛け式翁の舞など見所もたくさんあり

ます。心新たに生田神社へお参りし 1年の無事と商売繁盛を祈りましょう。

★今年も皆様ご苦労様でした
恒例の第三火曜日の２丁目の最後の清掃がこの１８日に行われました。最近は

２丁目だけでなく生田筋やトーアロードなど、２丁目とつながっているところ

まで範囲を広げています。ルミナリエも終わり通りを通行するお客様も大変多

かったので、さぞかし汚れていると思いきや綺麗なものでした。やはり日頃か

らコツコツと継続することが本当に大切なことだと一同再確認しました。

これで新たな気持ちで新年を迎えることができますね。来年こそいい年であり

ますように！

★編集後記
今年もあとわずかで終わろうとしています。今年の一文字漢字は「金」でしたね。

オリンピックでたくさんの熱いドラマを頂いたり、山中教授のノーベル賞受賞で日

本人としての誇りを再確認したり、大きな感動を色々な分野でいただいた年でもあ

ったように感じます。昨年大阪ではＪＲ大阪駅のリニューアルが完成し、今年は阪

急百貨店のリニューアルオープンが１１月に行われました。また、来年には北ヤー

ドの再開発など、ハードの部分で次々と新しくなっていき、多くの人々がそれにつ

られて来阪すると思います。しかしお客様に感動を与えられるのはハードではあり

ません。心に残る感動を与えられるのは人間なのです。私たちの街はこの人間力でお客様に感動を与えら

れるスキルを持つ街でありたいものですね。来年は今年より良い年になることを心から願っています。

一年間の御愛読有難うございました。


