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★新春のお慶びを申し上げます 

あの阪神淡路大震災から 19回目の新年を迎えました。多くの方々に支えられて街は以前と変わらぬ賑わ

いを取り戻しています。私達はこの間、人の温かさ、絆の大切さ、そして何よりも社会と常にリンクして

街は歩み続けるという使命を学びました。御来街の方々にお楽しみいただくストリートミュージアム構想、

障害をお持ちの方々と一緒に生み出した真心を包む風呂敷の制作、そして養護施設の子供さん達と夢を共

有する「夢・未来号プロジェクト」等々、これからも私達の街は「売らんかな」の掛け声が響く街ではな

く、「なんとなく気持ちが良いね、心嬉しくなるね」と思っていただき、キラリと光るセンスを含んだ都

会のラグーン、オアシスを目指して活動を続けたいと思います。今年もよろしくお願い申し上げます。 

 

★1・17 阪神・淡路大震災追悼式と「献血ルームのある街」献血運動 

「神戸三宮 “祈り” そして明日へ！」へと名付けられた追悼式が今年も 17日（金）に生田筋のアート

スクエアーで行われました。11時から 1分間の黙祷が捧げられ、犠牲になられた方々

のご冥福をお祈りしました。その後、センター街 1.2.3丁

目、それにザ・ファーストの代表者の方々による献花が行わ

れ、一般の人々への献花へと移って行きました。震災から

19年も経ちますと、震災を知らない若い世代の方々も増え

てきます。この記憶を風化させないためにも毎年、街ぐるみ

で献血運動も推進しており、災害などの備えとしても必要

な献血量を確保して行く事の重要性を啓蒙、実践しています。あの時と同じ様な寒さの中を多くの街衆が

参集して下さり、通り行く人々に献血への御協力をお声掛けして頂きました。献血センターが街の中に設

置されているのを生かすためにも皆様の御協力をこれからもよろしくお願いいたします。なお当日の献血

者数は以下の通りです。 

日付 受付 採血 400ｍｌ 

平成 26年 1月 17日 47人 38人 38人 

 

★謹賀新年 新年祝賀交換会が開かれました 

1月 7日にセンター街 2丁目の新年会がトアロードにある広東料理「悠苑」で行われました。冒頭、久利

理事長の御挨拶に続き、御来賓の四国銀行執行役員で神戸支店長の大田様か

ら御祝辞を頂き、それに続き東村・澤田両顧問から

もお言葉をいただきました。神戸市須磨区北須磨支

所保健福祉課の樫原課長から「夢・未来号」への感

謝が述べ られ、タイ

ムズの先 月号でご紹

介した障 害者福祉事業所「萌友―for you」がプロ

デュースした風呂敷が皆さんに改め てお披露目されました。その後、岸野副

理事長の音頭によりシャンパンで乾 杯し、宴が始まりました。料理は鯛の中

華風お刺身から始まり、それに続く料 理も大変美味で、皆様との楽しい会話も



大いに盛り上がりました。歓談の後、上田会長の閉会の御挨拶でお開きとなりましたが、日頃話す機会が

少ない組合員の方々とも交流が深まり、これからの 1年間の活動にも力を与えてくれるものと確信しまし

た。皆様今年もよろしくお願いいたします。 

美味しいお料理を用意して下さったお店： 広東料理「悠苑」 Tel 078-331-7777 

 

★2014 春節祭 パレードがやって来る！ 

今年も元町の中華街が中心になって春節祭が催されます。1月 26日（日）、31（金）、2月 1日（土）、2

日（日）の 4日間ですが、31日は中国史人游行の行列がセンター街を巡行します。これは京劇の衣装と

メイクで三国志の英雄や楊貴妃などに扮してパレードするものです。センター街は午後 3時ぐらいの予定

です。男性は玄宗皇帝、項羽など 9名で

女性は楊貴妃、西太后など 10名の華やか

なパレードになる予定です。きっと見応

えがあるでしょうから、是非お見逃しの

ないようにして下さいね！ 

 

★初めてのカイユボット展に行って来ました 

ギュンター・カイユボット（1848～1894）はモネールやルノワールと共に印象派を代表する画家です。

彼の初めての展覧会が東京のブリジストン美術館で昨年行われ（昨年の 12月

29日まで）、我が特派員？が年末に行ってまいりました。東京駅八重洲口から

徒歩で行けるので大変便利な美術館でした。当時、近

代都市のパリの新しい風俗や都市風景、イエールやジ

ュヌヴェリといったパリ近郊の自然を中心に約６０

点もの作品が初めて日本で展示され、なかなかの迫力

でした。特に色遣いが細やかで見ているうちに心が温かくなったそうです。さす

がに東京は色々な美術館があり、色々な展覧会が行われていますね。 

機会があれば私も行ってみたいものだと感じております。 

展覧会図録のお問い合わせ：ブリジストン美術館 Tel 03-3563-0241 一部 2200円（送料 500円） 

             合計 2700円を現金書留にて送付のこと。 

★タイトル総なめ、加藤委（かとう つぶさ）さん！ 

街のストリートミュージアムの作品は、今年の春に収蔵します市野雅彦さんの作品を含め 9体になり、い

よいよ全貌を現してきました。加藤さんの作品は 2015年に収蔵される予定になってお

り、今その構想・制作が進んでいます。本年度の市野さんも 2006

年に受賞されていますが、加藤さんも 2012年度日本陶芸協会賞

を受賞され、加えて「サンカクノココロ」という作品で、第 7

回の円空大賞も受賞という快挙も成されました。どちらも陶

芸・造形の分野では最も注目されるタイトルです。本年 1月 24

日（金）から岐阜県美術館で大きな受賞記念作品展が催されま

す。激しく清楚な作品がストリートミュージアムに到着する日が待たれます。 

ちなみにこの岐阜県美術館は「ルドン」の作品のコレクションでも有名です。 

岐阜県美術館 第 7回円空大賞展  お問い合わせ：Tel  058-271-1313 

会期：2014年 1月 24日（金）～3月 9日（日） 休館日 1月 27日、2月 3・10・17・24日 

開館時間：午前 10:00～午後 18:00まで （入場は 17:30まで） 

 

★編集後記 

新年明けましておめでとうございます。今年も新たな年の幕開けとなりました。皆様も年初来色々なこと

を感じ、また今年の構想を練っておられるのではないでしょうか。大阪の開発もグランフロントで一応の

区切りになると聞いています。これからは神戸が駅前の再開発も含め、反攻勢を掛けて行くときです。 



行政に全てを任せるのではなく、街衆ができる事、我々が目指している街創りを力強く進めて行きたいと

思っています。今年も御高読の程、宜しくお願い申し上げます。 
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★市立博物館 ターナー展に行ってきました！ 

現在、神戸市立博物館では、英国を代表する偉大な画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの回

顧展「ターナー展 英国最高の風景画家」が開催されています。一般公開に

先立つ開会式・特別内覧会に出席して来ました。開会式では久元神戸市長、英

国大使館関係者、出展者側の代表者、協賛企業の関係

者の方々などの御挨拶やテープカットが行われ、その

後、ゆっくりと観賞しました。1775年にロンドンの

コヴェントガーデンで床屋を営む家に生まれたター

ナーが死後「英国最高の巨匠」と呼ばれるようになっ

た所以が素人目にも理解できるような素晴らしい作品ばかりでした。今回、113

点の作品が展示されているわけですが、ロンドンにあるテート美術館では 2万点

あまりの彼の作品が収蔵されており、その中の選りすぐりの作品が神戸でも観賞

できるという絶好の機会です。しかも作品が映える様に展示室のシャンデリアや

壁紙といった細かい部分にまで配慮がなされています。               （テート美術館） 

この回顧展は 4月 6日（日）まで開催されていますので、是非この機会を逃がさないように足を運んでみ

てください。 

神戸市立博物館  開館時間：午前 9:30~午後 5:30（土、日曜日は午後 7時） 入館は閉館の 30分前 

         休館日：月曜日 Tel 078-391-0035  公式サイト  http://www.turner2013-14.jp/ 

★日本一の酒どころ灘五郷に行ってきました 

ひと街創り協議会とザ・ファーストの合同で、2月 4日（火）に有名な清酒「福寿」醸造元、（株）酒心館

に行って来ました。暖かかった前日とは打って変わって、酒造りには最適の底冷えの

する寒さの中、最初に酒造りの概要を解説しているビデオ観賞の後、清潔で近代的な

工場「福寿蔵」の中を拝見しました。 

（株）酒心館さんは 1751年（宝暦元年）に誕生しており、

その歴史は約 260年余りにもなります。大量生産の蔵元で

はなく、高品質、多品種を生産しているため、まだまだ手

作業の工程も多いそうです。もちろん温度管理など、昔と

は違ってコンピューターによるものですし、現代の技術も

網羅された酒造りになっています。その後「純米酒」や「蔵直採りの生酒」

など数種類の利き酒を楽しみ、敷地の中に併設されているレストラン「神戸酒心館さかばやし」にて美味

しい昼食を、しぼりたての日本酒と共に頂きました。日本酒はもちろんでしたが、お料理のグレードも高

かった事を付け加えたいと思います。皆様も気楽に蔵元見学をして「さかばやし」にて美味しいお食事が

堪能できますので、是非、足を運んでみて下さい。なお蔵見学はコースによって催行期間が違っており、

蔵直売所「東明蔵」で受け付けていますので、詳しくは「東明蔵」までお問い合わせください。    

（見学は無料ですが、高いヒール靴、香水はご遠慮くださいとのことです） 

蔵直売所「東明蔵」Tel 078-841-1121 

神戸酒心館さかばやし 〒658-0044 神戸市東灘区御影塚町 1-8-17  Tel 078-841-0002 

営業時間 昼：11:30~14:30 (L.O. 14:00)  夜 17:30~22:00(L.O.21:00)               

大晦日・正月三が日を除いて年中無休 

http://www.turner2013-14.jp/


★THANKS 沖縄・ ANA・Solaseed Air で沖縄に行きませんか 

今年も無事に終了しました「KOBE 夢・未来号」。このプロジェクトは多くの方々の御協力があって成功

していますが、その大きな力になって頂いているのが ANAさ

んです。その ANAさんに感謝する意味も含めて皆さんで楽し

く沖縄に行きましょうというのが「Thanks 沖縄・ANA・

Solaseed Air」です。今年も 4月 15（火）～17（木）の 2泊

3日で沖縄旅行を楽しみます。募集は 100名以上を予定して

おり、お一人様の旅行代金は 39800円になっています。詳し

くは既にお手元に届いている募集要項に載っていますので是非ご検討下さい。 

 お問い合わせ：センター街 2丁目商店街事務局  TEL 078-331-3091 FAX078-333-8591 

               KOBE三宮・ひと街づくり協議会 TEL078-331-5311  FAX078-331-9618 

★DATE  KOBE 三宮縁結びスタンプラリー！ 

2月７日から阪神電気鉄道（株）さんや神戸の企業・団体が中心になり神戸のパワースポットを巡り、ス

タンプを集め縁結びのパワーを分けてもらったうえ特別なデートコースにご招待まで

してもらえるという素晴らしいプロジェクトがスタートしています。生田神社をはじめ

高さ 100ｍからのロマンチックな夜景スポットである神戸市役所１号館 24階ロビーな

ど「恋の魔法」をかけてくれる街巡りです。もちろんその前で

出会い、プロポーズも大成功でご結婚にまで進んだ新聞記者の

カップルに恋のパワーを与えた我が街の「ブルーニライ」のモ

ニュメントも含まれています。これからご縁を探されている方

も恋人との絆をさらに深めたい方にも、そして既にご夫婦でこ

れからの人生をお二人で謳歌したい方にもそれぞれに合ったコースが提案され

ています。3月 30日（日）までこのプロジェクトは開催されていますので是非

参加をご検討下さい。 

お問い合わせ： 三宮縁結びめぐり事務局 Tel 06-4706-3445 （イベント期間中 10:00~18:00） 

★チャンスですよ！ 
昨年の 11月号で御紹介した郷土の誇る画家「青山熊治」について学ぶ機会がおとずれました。その実力

は残された作品群を見れば一目瞭然ですが、その名前はポピュラーとは言えません。でも兵庫県の生んだ

巨匠の遺した仕事をもっと勉強したいという方々にピッタリの企画が生まれました。数々の作品を蔵し、

前回の特別展を開催した姫路市立美術館が「もっと知りたい！青山熊治」と言う美術塾を開きます。 

館蔵品による教育普及型展覧会  もっと知りたい！青山熊治 第 2回「熊治さんと仲間たち」 

会場：姫路市民ギャラリー特別展示室（イーグルひめじ地下 1階） 会期：3月 8日（土）～3月 23日（日） 

お問い合わせ：姫路市立美術館 Tel 079-222-2288                       

（なお第 1回「熊治さんの旅」は 1月 26日で終了しています） 

★編集後記 

久元神戸市長が三宮周辺地域の再開発に向けたプラン作りに着手しており、その中

で次世代路面電車である LRT(Light Rail Transit)導入の可能性を検討中との事。

都心部の再生と回遊性の向上を目的に市営・民営を問わずに走行エリアや採算性、

ノウハウなどについて数社の運行事業者などから意見を募る方針だそうです。既存

の交通機関への影響もあるでしょうが、この LRTは神戸の新たな観光資源になってくれるでしょうし、

なりよりも従来の路面電車に比べ、騒音や振動を抑え高齢者や車いす利用者らも乗り降りがしやすいよう

車両が低床化するなど、人に優しい設計になっているのだとか。これは私達の街で進めている大阪とは違

った街創り、「人にやさしく、なんだかホットするね」という考え方に合致するものだと思うのです。ま

だまだ実現には長い道のりになりそうですが、なんとか実現される方向になればいいなと感じています。 
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★ストリートミュージアム収蔵式典 
今回で 9 作目となります陶芸家の市野雅彦先生の作品、「KIZUNA」の収蔵式典が 4 月 5 日（土）にセン

ター街 2 丁目で午前 11 時から執り行われます。市野先生は丹波が生み

出した焼き物の偉才と呼ばれており、日本を代表する陶芸作家のお一人

です。その作品はオリジナリティに溢れ、作風の変化が展覧会などで常

に話題となっているそうです。1995 年に第 13 回日本陶芸展で貝を思わ

せる器「開」が当時最年少でのグランプリを受賞して以来、日本だけで

なく世界中の展覧会で多くの陶芸愛好家から高く評価されています。赤と黒

の対比が美しいこの作品がこれから話題を集め、センター街を通行される

方々にも強い印象を与えていくのではないでしょうか。もちろん来年以降も

新しい作品が順次埋め込まれていく予定で、最終的には 20 作品まで増やし、

これらのコレクションがアートストリートとして私達の街の誇りとなるで

しょう。2 丁目が推し進める「アートな風が吹く街」がどんどん充実した形

で実現していきます。今後も御期待下さい。 
 
★時計のミヤコ シチズンＳＨＯＰ神戸三宮店オープン！ 
センター街 2 丁目のドンクさんに程近い場所に「シチズンショップ神戸三宮」がオープンしました。 

店長の勝間さんからメッセージをお預かりしていますので、ご紹介いたします。

「シチズンウオッチの商品を取り扱っている路面店の中では日本最大級の品

揃えを誇るお店になっています。その他にもブラ

ンドウオッチや舶来ウオッチなど数多くの多彩な

品揃えとなっており、メンテナンスも受け付けて

おります。是非一度お立ち寄り下さい。スタッフ

一同心よりお待ちしております」とのことです。店内を拝見いたしましたが、

本当に清潔で美しい時計が数多く並べられていました。この時期は入学祝い

や社会人デビュー祝いなどで多くの方が時計をお祝いにと考えていらっしゃるのではないでしょうか。こ

の素敵な腕時計が沢山用意されているシチズンショップを覗いて見ることなしに、プレゼント探しは始ま

りません！是非、一度足をお運びください！ 
営業時間：11:00~20:00   不定休  TEL 078-321-3788    店長：勝間利光さん 
 
★ SANNOMIYA  COLLECTION  2014  SPRING  &  SUMMER 
今年の春もファッションは神戸三宮からというわけで、3月 22 日（土）に神戸三宮の春夏スタイルファッ

ションショーがセンター街で開かれました。“KOBE” こ

の街の中心地、三宮。神戸を支え続け、共に成長し、そ

して流行最先端を行く街 サンノミヤ コレクション

はそんな三宮の街のファッションを軸として、あらゆる

ジャンルの BEST  SANNOMIYA  STYLE を提案し神戸の今

を発信する恒例のイベントです。 



 

13 時からは 1st ステージとしてウェディングクイーンが紹介された後にプロモデルショーが、14 時から

の 2nd ステージと 17 時からの 4th ステージではキッズショーが行われた後にプロモデルショーが、16 時

からの 3rd ステージでは三宮ビブレによるオリジナルモデルショーがそれぞれ華やかに行われました。気

分も軽くなる春が目の前です。皆様も新しい春服を着て、心ウキウキで街を歩いてみませんか！ 

 
★ヴィッセル神戸応援してきました 
3月8日のJリーグ、ヴィッセル神戸対柏レイソルの試合をノエビアスタジアム神戸で観戦してきました。

昨年の奮闘により、今年は J1 に帰ってきたヴィッセルの第 2 節となるホー

ム初戦となる試合です。始球式には久元神戸市長が臨まれ、可愛い？キック

を披露されておられました。千葉の柏市を本拠にする柏レイソルは去年、10
位ながらヤマザキナビスコカップで 14 年ぶり 2 度目の載冠で 3 年連続のタ

イトル獲得を果たした強豪チームです。前半終了間際のアディッショナルタ

イムにセットプレーから失点してしまい、嫌な

ムードが漂っていましたが、新戦力のブラジル

人ペドロジュニオールが後半 17 分に同点ゴールを決め、2 試合連続の勝ち点

1 を挙げました。2 丁目ではご存じのように組合員の皆様のためにシーズンチ

ケットを用意していますので、当選された方は思う存分に、現場でのエキサ

イティングな臨場感を味わってください。 
 
★神戸ゆかりの美術館に行ってきました 
3 月 21 日から 6 月 29 日まで六甲アイランドにある神戸ゆかりの美術館で KOBE ARTISTS MUSEUM 

Collection 〝洋画・日本画・版画・彫刻 55 人の美術家達〞が開催されています。

この神戸ゆかりの美術館はその名の通り、地元ゆかりの芸術作品を年間 4 回の企画

展示を通じて紹介することを主な活動としている美術館です。収蔵されている作品

は 1000点余りで作家数は 55名を数えるそうで、いずれも神戸を拠点に活躍した、

あるいは今も活動を続ける作家達だそうです。今回は当該の美術館が収蔵する 55
人の全作家の作品が一堂に公開されています。風景画・人物画・抽象画・版画・彫

刻など、どれも興味深い作品ばかりでした。センター街 2 丁目の東西の入口上に大

きなステンドグラスの川西英先生の作品が飾られていますが、もちろん先生と息子

さんの川西祐三郎さんの作品も併せて 9 点展示されています。当然のことながら神

戸の風景画も数多く展示されていて、その当時存在し現在では無くなっている建造

物も描かれており、時代の流れを感じたりしました。中でも河本和子先生の 100 号

の大作「少女の居た街」はあの阪神淡路大震災の時の心の中の街を人を描き、あら

ためてこの街に生きる私達に多くの問いかけを続けています。 
神戸ゆかりの美術館 KOBE ARTISTS MUSEUM  Tel 078-858-1520 
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1   http://www.city.kobe.lg.jp/yukarimuseum/ 
 
★編集後記 
早いもので東日本大震災から 3 年が経ちました。同じ被災者として東北の

被災者のお気持ちと頑張りに一番共感できるのは私達ではないでしょう

か。来年で阪神淡路大震災から 20 年を迎えることになり、大きな節目を

迎えますが、これからも同じ思いを共有する者として、東日本大震災の被

災者に寄り添い、まだまだ道半ばの復興のお手伝いの一助になれればと考

えています。それと共に、いつやって来るか分からない南海沖地震への準

備と心構えを忘れないようにしたいものです。 
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★ストリートミュージアム収蔵式典 
タイムズ 3月号でお知らせしましたが、5日（土）にセンター街 2丁目で第 9作目となる市野雅彦先生の

「KIZUNA」の収蔵式典が行われました。式典には久元神戸市長や佐藤産業振興局局長、

田上中央区区長、神戸空港ターミナル（株）の松崎社長、ANA 関係者、それに児童養

護施設の子供さんや関係者など多くの方々がご参集して下さいました。まず、児童さ

んお二人と市野先生、久元神戸市長、久利理事長、ANA のお二人による作品の除幕が

執り行われ、「KIZUNA」がお披露目された後に、久利理

事長、市野先生、久元神戸市長の挨拶がそれぞれあり、

市野先生には感謝状と記念品が送られました。皆様の挨

拶で感じられたのは神戸を愛している事、アートに対す

る深い造詣と街創りへの熱い情熱でした。来年度以降も順次作品が埋め込ま

れて行き、私達が掲げる「アートの風が吹く街」がその色を濃くしていきま

す。どうぞご期待下さい。 

 

★Thanks おきなわ・ＡＮＡ／ＳＮＡで沖縄に行ってきました！ 
「KOBE 夢・未来号・沖縄」プロジェクトで毎年多大なるご協力を頂いている沖縄の皆様、全日空（ANA）

さん、スカイネットアジア航空（SNA）さんに感謝する趣旨で、今年も 4 月

15 日から 2 泊 3 日の旅程で「第 8 回 Thanks おきなわ・ANA/SNA」が開

催され、神戸からは 140 名を超える皆様が参加されました。那覇市のパシフ

ィックホテル沖縄で開催された「交流会」では、嘉数元副知事、上原前副知

事（現沖縄観光コンベンションビューロー会長）をはじめとする沖縄県から

のご協力者、ANA/SNA 関係者、総勢９４名の方々と親睦を深めました。久

利会長、上原前副知事のご挨拶に続き、神戸側代表としまして岡口副市長による乾杯のご発声により、賑々

しく開宴しました。 
「ハワイアンフラ」の皆様、「那覇太鼓」の皆様の共演！による、優しくまた力強い演舞パフォーマンス

に引き続き、「抽選会」では神戸名産ゆかりの品々を沖縄の方々へ、また沖縄からは「泡盛」を神戸の当

選者にお持ち帰り頂きました。続いて 1 月の「KOBE 夢・未来号・沖縄」でも

お世話になった「うたばす」の皆様によるライブコンサートが宴に花を添え、

アンコールでは沖縄・神戸参加者全員が地元の踊り「カチャーシー」で一つと

なって大変盛り上がりました。年々、親睦の輪が拡がりと同時に深みが感じら

れ、次回の「交流会」がますます期待されるすばらしい一時となりました。「交

流会」にご参加頂きました皆様に改めて厚く御礼

申し上げます。 
 二日目は「第１回夢・未来号杯」ゴルフコンペが那覇ゴルフ倶楽部で開催

され、沖縄・神戸双方参加で前夜に引き続き親睦を深めました。沖縄側から

ご参加頂きました、フォーモストブルーシールの水田社長が記念すべき第１

回優勝者となられ、毛利マーク様から寄贈いただきましたトロフィーを手に

されました。「夢・未来号杯」でも交流の輪が拡がりを予感させ、早くも次回

が待ち遠しく感じさせる楽しいコンペとなりました。来年も多くの方の御参加をお待ちしています。 
    



★DATE  KOBE  FESTA 三宮縁結び巡りスタンプラリー速報！ 大盛況でした！ 
神戸を”デート“というキーワードで再発見する date KOBE プロジェクトのキックオフイベントとして開

催された三宮縁むすび巡りスタンプラリーがおかげさまで 3月 30 日に無事終了しました。三宮センター

街をはじめとする協賛施設イチオシの縁結びスポットに設置されたスタン

プを集めて生田神社にゴールするとカワイイオリジナル絵馬が授与される

というこの企画。短期間にもかかわらず、600 枚以上の絵馬が授与されまし

た(主催者速報)。これからも date KOBE プロジェクトから目が離せません！ 

開催中の様子は公式 Facebook ページ

(https://www.facebook.com/sannomiya.enmusubimeguri)をご覧ください 

 
★公募第３０回日本篆刻展が神戸で開催されました 
平成 26 年 4 月 9日（水）～１3日（日）まで、兵庫県立美術館王子分室にて行われていた日本篆刻家協会

主催の日本篆刻展に行きました。篆刻とは印章を作成することです。中国を

起源とし、主に篆書を印に彫ることから篆刻と言うのだそうです。また金属

を鋳造して印をつくる行為も篆刻に含まれます。書道や

日本画に落款として押してあるのもその一部となりま

す。書と彫刻が結合した工芸美術の側面が強く、特に文

人の余技としての行為を示す物だそうです。日本篆刻家

協会の代表理事である酒居石荘先生は元日本赤十字社の方でファーストのメンバー

でもありましたが、今回招待を受け久利理事長と共に訪れました。ファーストの酒

井真樹子さんの作品も展示されていました。酒居先生より作品の説明を丁寧にして

頂き、有意義な時間を過ごせました。2丁目の繋がりから色々な広がりが生まれるの

は大変素敵なことですね。 

 
★新店舗紹介 ウィルコムプラザがオープンしました！ 
センター街 2丁目に「ウィルコムプラザ 値段と通話に特化した携帯ショップ」がオープンしました。 

店長の河合さまよりメッセージをお預かりしていますのでご紹介いたします。 

「この度三宮さんプラザの地下より移転し、センター街 2丁目の一員として地上に上

がってきました！他社携帯・固定電話への通話が無料になる[だれとでも定額]、さら

に災害時に強い PHS をはじめ、スマホや Wi-Fi ルーターなど各種通信サービスをお安

く提供させていただきます！ 毎月の通信費の見直しに、是非一度ご来店下さい」と

のことです。 

消費税も上がり、家計にも厳しい時代ですが、せめて毎月の通信費でも安くなればと

感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。この際、ウィルコムプラザに出

向いて相談してみませんか。 

WILLCOM PLAZA 三宮センター街  神戸市中央区三宮町 2-10-7 グレースコウベビル 1F 

Tel: 070-5599-0116   Fax: 078-333-5270   店長：河合雄司 

 

★編集後記 
3 月 31 日の午後 10 時から、センター街 2 丁目に於いて、アートストリートに相応しい夜間照明を模索す

る点灯実験が行われました。今年も市野先生の作品が通りに埋め込まれましたが、こ

れらの作品を夜間にアーケードの上から LED などの光の柱で美しく照らすという試

みです。想像してみてください。センター街の真ん中を美しい光の柱が何本も並んで

いて、その下にはアート作品が輝きを放っている様を。神戸市でも神戸らしい夜間景

観を目指し、「デザイン都市・神戸」の都市ブランド力を高める努力をしています。

しかしながら、私達の街は行政に甘えることなく、一過性のイベントなどではなく、

もっと本質的な普遍性のある手法で街をレベルアップしていきます。それがこの空間

を市民の皆様からお預かりしている私達の義務ではないでしょうか。 
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★2 丁目定時総会無事に終わりました 
5月 23 日（金）にセンター街 2丁目の第 41 回通常総会が行われました。松谷副理事長の開会の言葉の後、

久利理事長が冒頭で御挨拶され、着々と進むアートストリート構想の説明などをされました。その後、第

一号議案「平成 25 年度事業報告の件」の説明に入り、先日組合員による選挙が終わったばかりの第 7号

議案「役員改選の件」まで、各担当理事による説明が行われました。日頃、街の安全を保全して頂いてい

る POB 危機管理（株）の森川社長からは 近の街の治安状況についての説明があり、犯罪の巧妙化により

店舗側としてもより犯罪を防ぐ細かい配慮や対処法が必要になっている現状についての説明がなされま

した。そして来賓の神戸市産業振興局長の佐藤様から御挨拶の言葉を頂き、 後に岸野副理事長の閉会の

言葉で無事終了しました。日頃、街の運営に触れることが少ない方々でもこの総会は自分達の街の現状や

将来を探る絶好の機会です。これからも種々の催し、説明会への御参加をよろしくお願いいたします。 

 

★ボストン美術館浮世絵名品展  神戸市立博物館 
現在、神戸市立博物館で展覧会が開催されている葛飾北斎（1760～1849）の浮世絵名品展に行ってきまし

た。どなたでも一度は目にしたことのある冨嶽三十六景の「神

奈川沖浪裏」はもちろんの事、120 年前に真っ先に北斎の業

績に注目し、世界初の本格的な回顧展を開いたアメリカのボ

ストン美術館から厳選された作品が約 140 点余り展示されて

います。どの作品も圧倒的な存在感があり、予想はしていた

ものの、3時間弱でも観賞時間には短く、土曜日でしたので

午後 7時の閉館時間間際まで粘りました。個人的に印象的だ

ったのは北斎の作品が芸術作品でありながら、団扇にも使われているように、

人々の生活としっかり結びついていた事でした。このような驚きがまだまだあ

りますので、是非 6月 22 日（日）までの期間中にその目で、作品の傍で大いな

る感激を味わって下さい！ 

神戸市立博物館：〒650-0034 神戸市中央区京町 24 番地  Tel 078-391-0035              

開館時間 9:30～17:30（入館は 17:00 まで）、土曜日は 19:00 まで（入館は 18:30 まで）休館日：月曜日    

公式サイトhttp://ukiyoe.exhn.jp/ 

 

★消費税法改正に対する勉強会 
KOBE 三宮・ひと街創り協議会とザ・ファーストの合同勉強会が 5月 9日、11 時からセンタープラザ西館

で開かれました。神戸税務署から徳山総務課長、土川管理運営第一統括官、狩谷徴収統括官をお招きして、

テーマは「消費税法改正に対する滞納の未然防止」というものでした。前半は納税準備預金の積立やパソ

コンでの電子納税、預金口座からの引き落としによる振替納税、任意の中間申告制度などについて御説明

がありました。 

後半は滞納の未然防止のお願いに関するもので、期限までに納付できない場合の 3つの不利益（延滞税・

差押え・納税証明書の不発行）についての説明と、さらに徴収事務に対する国税庁のおもな取り組みにつ

いても解説をして頂きました。後半は特に厳しい御説明に緊張もいたしましたが、国が抱えている借金の 

総額を考えると納税の重要性が改めて認識されるものでした。なお税務署では「改正消費税相談コーナー」

設置して消費税法の改正、消費税の納付や価格表示等に関する相談を行っておりますので、 寄りの税務 

署にお訪ね下さい。なお個別相談に際しては、事前に電話による面接日時等の予約をお願いいたします。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:The_Great_Wave_off_Kanagawa.jpg�
http://ukiyoe.exhn.jp/img/img_composition_04_l.jpg�
http://ukiyoe.exhn.jp/


★Light It Up Blue Japan 自閉症啓発活動に御理解を！ 
2008 年、国連が毎年 4月 2日を「世界自閉症啓発デー」と定めましたが、この運動を

日本でも積極的に広めようと活動されているのが NPO 法人＠オーティズムであり、そ

の代表者が理事長の佐伯比呂美氏です 。Light It Up Blue とは世界中で主な建物な

どをブルーの灯りで照らし、自閉症（オーティズム）への理解を深めて行こうという

活動です。3月 30 日に三宮センター街でもこの運動を広く一般の方に知って頂こうと

啓蒙活動がありました。佐伯氏からその時の感謝も含めてメッセージをお預かりして

おりますのでご紹介いたします。 

「この度は本当にお世話になり、ありがとうございました。3 月 30 日、世界自閉症啓発デー「Light It Up Blue」の

事前告知のためのちらしを配布させていただきました。オーティズム（自閉症）啓発のチラシは普段一般の方にあ

まり手にして頂けないのですが、人通りの多い商店街で組合員のジャンクシードの金 成俊さん

がデザインしたわるタンに協力をいただき配布したことで道行く多くの方が風船やチラシを持

って帰って下さいました。本当に感謝です。「Light It Up Blue」は世界中で行われているオーティ

ズム啓発キャンペーンです。日本では神戸で 2011 年に初めて開催され、兵庫大仏能福寺、神

戸ポートタワー、神戸メリケンパークオリエンタルホテルがブルーにライトアップされました。そ

れ以降、神戸を中心として全国に広がっています。「オーティズム＝自閉症」は昔のようなイメー

ジとはほど遠く、現在、日本では 30 人に一人がオーティズムスペクトラムと

言われています。重度の方から軽度の方まで様々ですが、共通して普段の生活に困難を抱えて

います。またオーティズムは精神的な疾患ではなく生まれ持った脳神経系の特異性によるもの

です。しかし、20 年以上の遅れをとっている日本では軽度のお子さんも周囲の対応や環境が整

っていないため精神的な苦痛から重症化してしまうことがしばしばあります。啓発が進むことで

不必要な重症化を避け、一人でも多くの子どもたちの笑顔が見られるようになればと思います。

実はこの全国に広まりつつある LIUB キャンペーンは神戸と芦屋のお母さん達 6 人が中心となって運営しています。

右も左も分からず思いだけで走っている私達ですが、今後ともどうぞ温かく見守っていただけますよう、よろしくお

願いいたします」とのことです。佐伯氏とお会いし、彼女の爽やかな口調の中に活動への熱い熱意が感じられ、とて

も応援していきたい気持ちになりました。今後も皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 連絡先：NPO 法人

＠オーティズム 代表者 理事長 佐伯 比呂美 

メールアドレス：world.happy.mamas@gmail.com   ホームページ：http://happy-autism.com 

 

★島根・出雲への研修旅行に行ってきました 

さる５月１２日、１３日二日間神戸空港から米子鬼太郎空港を利用して、街づくり協議会を中心とした有

志総勢２５名で山陰の旅を満喫してきました。スケジュールは全て久利理事長

が監修され、古代の銅鐸や剣、鏡が大量に出土した古代の日本にとって も重

要な遺跡を巡り、縁結びの神様としても有名な出雲大社にお参りをし、島根県

立美術館で絵画や彫刻を観賞し、なんともアカデミックな旅を経験してきまし

た。それにしても驚いたのは山陰地方への近さで、米子鬼太郎空港まではたっ

たの４５分程度のフライト時間で到着し、帰路はたったの３５分！です。車で

行けば確実に４時間は掛かってしまいます。運賃も５月中で事前予約でしたら片道５０００円以内と、と

ってもリーズナブル！これからの行楽シーズン、利用しない手はありませんね。是非！  

お問い合わせ：セントラルツアーズ担当山下 ℡  078-392-2008 メールアドレス yamashita@atabi.co.jp 

  

★編集後記 
神戸の作曲家らがオリジナル曲「I Love Kobe」を作り、今回の神戸まつりの舞台で発表されました。 

「♪～流れるジャズを聴きながら 神戸元町三宮～」といった明るいメロディーで神戸への愛を感じさせ

る楽しい曲となっています。何かと暗いニュースが多い日々の中で、こういった明るいメロディーは聴い

ているだけで楽しくなってきます。私事で恐縮ですが、学生の頃に聴いたチェリッシュの歌うサン地下の

テーマ曲が今も頭に残っていて、この「I Love Kobe」も若い人達の心にこれから残っていければ嬉しい

なと感じました。 

mailto:world.happy.mamas@gmail.com
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★衆議院議員 盛山正仁氏との勉強会 
5月 26 日（月）に自由民主党 衆議院議員の盛山正仁氏がセンター街 2丁目の事務所に前神戸市市長の矢

田氏と共に訪問されました。ご存じのように盛山議員は神戸市第一選挙区から立候補さ

れ、街ぐるみで応援しています。現在、法務委員会・環境委員会・災害対策特別委員会

の理事を兼務されており、大変多忙な日々を過ごされておられます。私達が普段知りえ

ない国会でのお話や、現在実現化へ着々と進んでいるリニア新幹線の東京～名古屋間の

みならず、名古屋～大阪間の同時開通に向けての運動にも精力的に取り組まれておられ

ます。それにより関西圏の経済効果だけでなく、空港の発着枠が弾力的になり、それが

神戸空港の便数拡大へと繋がるといった包括的な説明をして下さり、とても印象的でし

た。もちろんマクロのお話ばかりではなく、地方行政で

も神戸電鉄の粟生線を例にとられ、毎年の巨額な赤字により、この路線が存

亡の危機に立っている事、そして原因の一つとして、例えば北区の地域住民

の方々がポートアイランドの神戸市民病院に行こうとした場合の交通費が

非常に高く、ますます鉄道利用から足を遠ざけている事にも触れられました。

これは神戸電鉄、阪神・阪急電鉄、そしてポートライナーの路線が一枚の切

符で安価に利用できれば利便性が向上していき、ひいては地域格差の縮小に

繋がり、過疎化の低減にも役立つ事などを説明して頂きました。この様に盛山議員は日本全体の景気から

神戸を中心とした地域の活性化にも心を砕かれておられ、元気を分けていただきました。都市型議員とし

て諸問題に大所高所から発言、行動を行っていって欲しいと、ご健康と共に願いました。 

 

★（株）神戸サンセンタープラザ社長が交代されました 
3年間お世話になりました（株）サンセンタープラザ片岡社長が 5月末で退任され、新たに眞田氏が着任

されました。その眞田氏からメッセージをお預かりしておりますのでご紹介いたします。 

「5月 29 日の株主総会、取締役会で（株）神戸サンセンタープラザの社長を拝命しました眞田尚（ヒサシ）

と申します。もう 6～7年前になると思いますが、神戸市の産業振興局に在籍していた頃に三宮センター

街の皆さんの街創りに取り組む姿を見せて頂いておりました。当時も商業の活性化が神戸市行政の大きな

課題であったわけですが、ここセンター街は神戸市全体の商業のリーディングストリートとして、商店街

の在り方の一つのモデルを実践しておられたと思います。19 年前の震災の後の閉塞感が漂う中、神戸に元

気をもたらしてくれた皆さん方の活動をどれほど頼もしく感じたことでしょう。私自身も三宮のパワーで

神戸は再び立ち上がれると確信したものでした。その後、全国に例を見な

い居心地の良い、しかも芸術の香りの漂うお洒落なショッピングゾーンを

街の皆さんが創ってこられました。これからは皆さんと一緒に「夢・未来

号プロジェクト」をはじめ神戸の街のやさしさと心意気を示す様々な活

動にも参加させて頂けると思うと、わくわくするものがあります。神戸が

大好きな人間の一人として少しでもお役にたつことが出来ないか、一生懸

命取り組んでまいりますので、ご指導の程よろしくお願いします」とのこ

とです。社長という重責を担われ、大変だとは思いますが、どうぞこれか

ら街衆の仲間としてよろしくお願いいたします。 

 



★「南山城の古寺巡礼展」に想う      
4 月 22 日（火）から 6 月 15 日（日）まで京都国立博物館で開催されて

いた上記展覧会は、京都と奈良というビッグネームに挟まれたこの地域

がいかに古くから拓かれ、散在する古墳を初めとして多くの名刹が日本

の原風景と歴史文物を今に伝えているかを示す「目からウロコ」の優れ

た展覧会でした。この密度の高い展覧会を入り口にして、あらためて南

山城の魅力的な海住山寺、一休寺、蟹満寺、浄瑠璃寺等々をユックリと

訪ね、神戸には無い世界を取り込みたいと思いました。 
 

★市野雅彦さんの陶展 ＝丹波を創る＝ 
今年のストリートミュージアム第 9 作目となる作品、市野雅彦先生の「絆」が収蔵されたばかりですが、

その市野先生が 2011 年に兵庫県文化賞を受賞されたこともあり、只今、兵庫県

公館県政資料館、兵庫の文化展示室で代

表作 14 点が展示されています。無料でご

覧になれますので、お時間の許される方

は是非足を運んでみて下さい。 

兵庫県公館県政資料館 

市中央区下山手通り 4-4-1  Tel,078-362-3823 

5 進の一環として、神戸空港から米子空港経由の山陰出雲へのアカデミックな旅

旅

最初の記事でも盛山先生の勉強会のことを取り上げましたが、鉄道機関の利便性を向上するために、各鉄

兵庫の文化展示室（展示室 7） 

〒650-0011 神戸   

市営地下鉄県庁前駅下車スグ 

 

★出雲旅行の後日談 
月 12,13 日に空港利用促

行が催されました。その旅中に生まれた人の繋がりの大切さを改めて知る事

になったエピソードをお伝えしておきます。それは２日目の出来事でした。

宍道湖近くのレストランで昼食を取ろうとしたところ、前日からバスに同乗

して軽妙なおしゃべりと地元を愛するトークで大変お世話になったバスガイ

ドさんが階段で転ばれ、なんと足の指三本を骨折してしまったのでした。す

ぐさま救急車を呼び病院に直行して頂きました。その後は最終の米子空港ま

程となりました。しかしながらすぐにこの運転手さんがピンチヒッターとし

て、運転しながらマイクを付け、絶妙なトークで地元の名所の説明をされたの

です。さらに驚いたことに米子空港の近くのレストランで最後の食事をしよう

とした時、先ほど骨折したガイドさんがわざわざタクシーを飛ばして、松葉杖

をつきながらお詫びに来てくださいました。一同大感激してガイドさんに寄せ

書きと神戸の銘品のクッキー等を後日お送りしたのです。即座にガイドさんか

らの御礼のお手紙を頂きました。きっと彼女は神戸をこよなく好きになって頂

けると思います。人の優しさを伝えたり、信頼を得る事は一朝一夕には出来ませ

枚一枚の積み重ねです。神戸を愛する諸先輩、市民の方々が育んで来られた「神戸気質」を一人一人が親

善大使の気持ちで伝えていく事が街の魅力や「らしさ」を生み出すと信じています。ガイドさん、早く良

くなって神戸に遊びに来てくださいね！ 

 

でバスの運転手さんのみの

ん。富士の高さも薄紙一

★編集後記 

道会社の相互乗り入れが検討されているそうです。その中の一つに阪急電鉄が王子公園から地下にもぐり、

三宮で地下鉄などにも繋いでいく構想があるのだとか。お聞きした時は少し驚き、本当に実現すれば凄い

事だなと思いました。実際に何年かかれば実現されるのか想像もつきません。しかし地下化とは逆のパタ

ーンながら、阪神電鉄でも現在一部の区間で路線の高架化が着々と進められており、阪急電鉄の場合も時

間の経過と共にその計画が目に見えてくるようになる日がきても不思議ではありません。凄い変化を目の

当たりにする日が待ち遠しくなってきました。 
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★第 57 回沖縄全戦没者追悼式 
太平洋戦争から 69 年が経ち、壮絶だった沖縄戦で亡くなられた 20 万人余りの犠牲者の方々の御霊を慰め、

世界平和を誓う「沖縄全戦没者追悼式」が、6 月 23 日に糸満市摩文仁の

平和祈念公園にて正午から開催されました。沖縄戦の悲惨な歴史を知り、

追悼式に参列し、沖縄の方々の心に寄り添うことは、毎年神戸の子供さん

達を沖縄に御案内している「神戸夢・未来号プロジェクト」を推進してい

く上で、とても重要な意味をもつものとなっています。子供さん達にただ

沖縄観光を楽しんで頂くのではなく、神戸出身で沖縄戦に散った最後の官

選知事、島田叡氏が眠る摩文仁の丘で戦

争の悲惨さを知ってもらい、平和の尊さ

をお伝えしています。そういった意味に

おいても、神戸の街衆の中から毎年メン

バーが交代で追悼式に参列しておりま

す。今年も久利会長他７名が参列しまし

た。また安倍首相をはじめ伊吹衆議院議

長、山崎参議院議長、岸田外務大臣、小野寺防衛大臣、山本沖縄担当大臣

ら政府関係者や、ケネディ駐日米大使が参列し、戦争で亡くなられた方々のご冥福をお祈りしました。式

典のなかで、石垣市立真喜良小学校３年生の増田健琉君による詩「空はつながっている」の朗読がありま

した。戦争が無い平和な状態を「青い空」、戦争で不幸な状態を「灰色の空」にたとえて、幸せな「青い

空」が世界中どこまでも拡がっていって欲しいという願いを込めた詩を読み上げました。厳粛な追悼式の

後に島守の塔、のじぎくの塔を参拝しました。翌日、沖縄県庁と那覇市役所他を表敬訪問し、那覇市役所

では市の関係者を交えて意見交換会を行いました。そしてお互いの信頼関係と絆を再確認し、神戸への帰

路に着きました。沖縄の方々と気持ちを共有でき、人の心の痛みがわかるそんな街衆でありたいと思って

おります 
 
★ギヤマン展 神戸市立博物館 
現在神戸市立博物館で開催されている「ギヤマン展―あこがれの輸入ガラスと日本」という特別展に行

ってきました。「ギヤマン」って何？という感じなのですが、江戸時代後期、ヨ

ーロッパから輸入された上質のガラス

器は日本製の一般的なガラスを指すビ

イドロと区別して、「ギヤマン」と呼ば

れていたそうです。江戸時代後期から明

治時代前期にかけて上方、江戸、薩摩な

どで手彫り切子がさかんに行われまし

たが、これは「ギヤマン」への憧れがそ

れだけ強かったことを指すものだそう



です。館内に入ってすぐに印象に残った作品が 17 世紀後期にドイツで制作された「鉄砲形ガラス瓶」で

した。もちろん魅力的なカットや鮮やかな発色が施された作品ばかりでしたが、記者は素朴に「どうや

ってこの形を作るのだろう」と感心してしまいました。他に輸入品ばかりではなく、和製ギヤマン、和

製切子の代表と言ってよい薩摩切子の名品の数々も紹介されており、日本独自の工芸的進化もご覧にな

れます。この機会に当時のみならず、現代でも感じられる「ギヤマン」の素晴らしさを体験して下さい！ 

神戸市立博物館：ギヤマン展―あこがれの輸入ガラスと日本  9 月 15 日（月曜日・祝日）まで開催 

開館時間 9:30～17:30（入館は 17:00 まで） ※土曜日は 19:00 まで開館（入館は 18:30 まで） 

休館日：月曜日（7 月 21、9 月 15 日は共に祝日で開館）  7 月 22 日（火）は休館 

〒650-0034 神戸市中央区京町 24 Tel:078-391-0035 

 
★人間賛歌「新谷 英子 彫刻の世界展」 

かつて「さんちか」に設置されていた「オーロラ」や、神戸文化ホールの「灯」等の作品で知られる新

谷英子さんの展覧会が 5 月 24 日から 7 月 13 日まで朝来市のあさご芸術の森美術館で開催されていまし

た。関西電力の美しい機能美をみせる多々良木ダムの石垣の下に建築された美術館は、朝来市出身の淀

井敏夫さんの彫刻作品を多く蔵している事でも有名です。美術館の二階にブロンズ、鉄の作品群、小さ

な陶器のシュナード瓶からガラスの小作品が展示

されていましたが、そこで繰り広げられた新谷さ

んの世界の作品の人物の表情からは、神戸のどこ

かで見かけた人の面影までがチラチラ。軽やかで

優雅な神戸のエスプリが会場一杯に広がっていま

した。 
あさご芸術の森美術館：〒679-3423 兵庫県朝来市多々良木 739 番地 3 

Tel 079-670-4111      Fax 079-670-4113 

 

★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日の 3日間にわたり盛

大に斎行され、様々な神賑行事、並びに名物のど自慢大会、ゲスト歌手奉納ライブなど魅力的なプログラ

ムが予定されています。3日（日）17 時半からは大海神社のご神前で神戸港・神戸空港の海・空の繁栄を

祈願する宮司による祝詞やANAのキャビンアテンダントによる安全の祈願文等がそれぞれ奏上されると共

に様々な厄を退ける浪速神楽が巫女により奉納されます。また境内特設ス

テージでは恒例の、サンバショーや神戸清盛隊のパフォーマンスなどの熱

演が予定されております。また神社の境内ではヴィッセル神戸ブースや夜

空ＢＡＲなど趣向を凝らしたコーナーが設けられます。夏の暑さを吹き飛

ばし、元気を頂けるのは間違いありません。ちょっと浴衣なんかで洒落込

んで生田神社に出かけられてはいかがですか。 

お問い合わせ  生田神社：Tel 078-321-3851  Fax 078-321-3853 

 
★編集後記 
兵庫県の元県議会議員が在任中の不自然な支出に対する質問に対し、意味の分からない号泣を伴った釈明

で話題になっています。呆れるのはもちろん、この元議員が県議会議員になった時の動機さえ疑いたくな

ります。仮に至極真っ当だった動機が、時の経過と共に歪められたのなら残念です。私達の街創りで進め

ている「人に優しい街を創る」という目標は全くぶれることなく真っ直ぐにその方向に向かっています。

今回の沖縄全戦没者追悼式への参列も、同じ趣旨で実現したものです。その他に、まもなく行われる「夏

の献血運動」への全面的な協力や毎月行われている清掃活動もしかりです。愚直に足元を見つめて一歩ず

つ確実に前へ進む、この大事さを信じて歩みを進めたいと思っています。 
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★盛夏でも頑張りま★盛夏でも頑張りま★盛夏でも頑張りま★盛夏でも頑張りましたしたしたした！！！！恒例恒例恒例恒例    街ぐるみの献血運動街ぐるみの献血運動街ぐるみの献血運動街ぐるみの献血運動    
残暑が厳しい日々ですが、8 月 8 日（金）に今年も街ぐるみで献血活動を応援する活動街ぐるみで献血活動を応援する活動街ぐるみで献血活動を応援する活動街ぐるみで献血活動を応援する活動が行われました。 

例年、真夏の厳しい暑さ原因で成分献血や 400ｍｌ献血もその数が減少し、医療機

関での活動に支障を来しかねない状況を生み出しています。現状では緊急時に対

応するためのストックにまで手をつけざるを得ないのだとか。そのため来街者に

私達の街の献血ルームの存在をより広く知って頂き、献血に参加して頂くため、

特に若い世代若い世代若い世代若い世代への啓もう活動に力を注いでいます。今年もザ・ファーストが中心

になり、汗が噴き出す中を積極的に人々に呼びかけました。どうかこの現状をよ

くご理解頂き、御協力をお願いいたします。尚、当日は献血受付が 68 名で、実際

に 400ｍｌ献血をして頂いた方は 51 名でした。貴重なお時間と献血をありがとうございました。 

★幻の神戸百景展★幻の神戸百景展★幻の神戸百景展★幻の神戸百景展    
センター街2丁目東西入り口上の空間に大きく飾られているステンドグラスが神戸を愛された川西英川西英川西英川西英先生

の「神戸百景」「神戸百景」「神戸百景」「神戸百景」の作品であることは皆様も御存じだと思います。その川西英先生

の生誕 120 周年記念として 8月 22 日から 9月 2日（火）まで、さんちかホールに

て「幻の神戸百景展」「幻の神戸百景展」「幻の神戸百景展」「幻の神戸百景展」が開催されています。神戸百景は 1962 年に出版されました

が、その企画から発行まで約 10 年かかり、その間の神戸の街の大きな変化による

修正や書き直しのため最終的に20数点が画集から外されたのだそうです。この度、

その 20 数点が川西英先生の遺したカラーポジフィルムの中から見つかり、言わば

「幻の神戸百景」「幻の神戸百景」「幻の神戸百景」「幻の神戸百景」が展示されているのです。昔懐かしい魅力溢れる神戸の街並み

がご覧になれますので、さんちかホールに是非足を運んでみてください。          御影公会堂                                

幻の神戸百景展：さんちかホール  9 月 2日（火）まで  10:00～20:00（9月 2日は 18:00 まで） 

        プレゼント抽選会（土・日限定）スルッと KANSAI（神戸百景デザイン 1000 円分） 

        が 100 名の方に抽選でプレゼントされています。 

問い合わせ先：神戸市総合コールセンター  Tel 078-333-3330 

★オリンピア兵★オリンピア兵★オリンピア兵★オリンピア兵庫庫庫庫 10101010 周年記念式典周年記念式典周年記念式典周年記念式典    “Olympia Market!!Olympia Market!!Olympia Market!!Olympia Market!!” 
高齢化社会になり、来街者の中にも高齢の方々が増えつつある現状ですが、「人にやさしい街」「人にやさしい街」「人にやさしい街」「人にやさしい街」を目指す

私達の街ではその様な方々にどのように接すればいいのかを勉強会でも折に触れ

研究しております。その様な御縁もありこの度、8 月 9日（土）に社会福祉法人

光朔会の高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫 10周年記念式典 & “Olympia 

Market” にお邪魔してきました。当日はあいにくの台風接近で大雨でしたが、神

戸市会議員の守屋氏や兵庫区保健福祉部長の堀氏など多くの方々がお祝いに駆け

つけておられました。冒頭、光朔会常任理事でオリンピア兵庫の館長、山口宰氏

が新しいコンセプトの福祉施設を創ろうとされたために、オープン時の国との間

での認可を巡る苦労話や、その後多くの外国からも研究に来られる程、成功を納めておられる現状につい

ての御説明もありました。オリンピア兵庫さんのコンセプトは「高齢になっても、住み慣れた地域でそのそのそのその

人らしい人らしい人らしい人らしい暮らしを続けるお手伝いがしたい」というもので、まさに現代社会が必要としている現代社会が必要としている現代社会が必要としている現代社会が必要としているハウスハウスハウスハウスです。

式典の後のイベントは高齢化社会の先進国スウェーデンを意識したテーマ“Swedish SummerSwedish SummerSwedish SummerSwedish Summer” となってい

て、北欧気分をたっぷり味わって、暑さを吹き飛ばしましょうというものでした。楽しいプログラムでは

2コマ漫画教室やスウェーデンの夏の風物詩となっているザリガニパーティーもあり、バザールではデザ



イン性の高い北欧雑貨や手作りアクセサリー、それに丹波にオープンした Olympia 

Farm直送のお米や、木工品など盛り沢山の品物が販売されていました。加えてミ

ニコンサートもあり、思う存分北欧気分を味わって来ました。こんなに楽しませて

頂けるスタッフが揃った Olympia 兵庫さんなら、自身も将来お世話になるかも？

と安心になりました。その節はよろしくお願いいたします！ 

ホームページ(http://www.oilmpia.or.jp） 

住所：神戸市兵庫区小松通５－１－４     TEL 078-671-7065 

 

★東日本大震災復興支援★東日本大震災復興支援★東日本大震災復興支援★東日本大震災復興支援    被災地の子供達へ紙芝居を！被災地の子供達へ紙芝居を！被災地の子供達へ紙芝居を！被災地の子供達へ紙芝居を！ 
画家でイラストレーターのはせがわいさおはせがわいさおはせがわいさおはせがわいさおさんは妻の芳見さん、それに娘さんの祐希さ

んと三人で「はせがわファミリー」「はせがわファミリー」「はせがわファミリー」「はせがわファミリー」として 2011年より岩手・宮城・福島の三県を中

心に、自作の紙芝居を贈る「スターリィマン紙芝居プロジェクト」「スターリィマン紙芝居プロジェクト」「スターリィマン紙芝居プロジェクト」「スターリィマン紙芝居プロジェクト」を行っています。

その「はせがわファミリー」さんに 5日（火）の三宮街創り協議会とザ・ファースト

との合同勉強会で、その活動内容を紹介して頂きました。「スターリィマン」「スターリィマン」「スターリィマン」「スターリィマン」とは作品

の中に登場するキャラクターで、夢を叶える 9つの風船を届ける旅をしているという

ものです。祐希さんの友人が小学生の時に阪神・淡路大震災で被災し、当時避難所を訪

れてくれたボランティアの方が読んでくれた紙芝居が心の支えになったことを教えられ、彼女からの「ス

ターリィマンの紙芝居を作って、東北の子供達に送りませんか？」という言葉が切っ掛けになり、この活

動がスタートしたそうです。 

紙芝居は希望者に 2冊 1組で購入して頂き、1冊は購入者へ、もう 1冊をはせがわファミリーさんが各被

災地を訪れた際に、紙芝居のライブを行いながら子供達に届けておられるそうです。祐希さんのナレーシ

ョンも素敵でしたが、印象的だったのは「ストリートオルガン」と呼ばれる手回し

の楽器による演奏でした。子供さん達だけでなく、大人もその音色に思わずストー

リーに引き込まれていきます。はせがわファミリーさんは来年の 1月の「夢・未来「夢・未来「夢・未来「夢・未来

号」号」号」号」にも参加してくださる予定で、よりこのプロジェクトに厚みが増して行くこと

になります。これからもはせがわファミリーさんのご活躍を応援して行きたいと思

っています。 

★脱帽！★脱帽！★脱帽！★脱帽！    澤田顧問の「庄屋・大庄屋の考察」を読んで澤田顧問の「庄屋・大庄屋の考察」を読んで澤田顧問の「庄屋・大庄屋の考察」を読んで澤田顧問の「庄屋・大庄屋の考察」を読んで    
当振興組合の顧問で元（株）サンセンタープラザ社長の澤田秀雄さんがこの度、加古川を中心とした表記

の論文について永年に亘って研究・調査され、まとめられました。早速拝読致しましたが、粘り強い古老

への聴き取りと各種文献への探索を通じ、この地域のかつての行政制度が浮かび上

がり、今なさなければならないこの種の地味な努力の大切さを実感しました。今改

めて注目を集めている柳田國男、宮本常一氏達の仕事と通じる刺激的な一文献でも

あり、何よりも飽くなき学問への意欲を燃やされる澤田顧問の姿勢に大きな敬意を

覚えます。澤田顧問は今回の文献で全国の「第 17回図書館を使った調べるコンク

ール」で佳作を受けておられますが下記に「「「「町の表彰町の表彰町の表彰町の表彰」」」」についての詳細も詳しくお

知らせいたします。 

表彰者：播磨町教育長、播磨町立図書館長 

受賞名：「第 4回播磨町図書館を使った調べる学習コンクール」 

作品名：郷土の歴史を学ぶ 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
本当に暑いですね。その暑さが和らぐのももうすぐなのかと思うとホットします。本文中にも触れました

が、日本赤十字社の方によると、最近の血液不足は神戸だけではなく、全国的に同じ傾向にあるそうで、

真夏はもちろんの事、年中不足しており、年々その傾向が強くなっているのだとか。もちろん以前と違い、

被献血者の安全を確保するために、スクリーニングの基準が厳しくなっているのも一つの原因だとは推察

ができます。しかしながら東日本震災時には高かったボランティア精神が少し薄くなって来ているように

も感じられます。日本は災害大国ですから、いつ何時自身が、あるいはご家族の方が血液を必要とする局

面に立たされるかもしれません。そのため特に健康で若い方の御協力を切にお願いしたいと思っています。 
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★神戸三宮フェリ★神戸三宮フェリ★神戸三宮フェリ★神戸三宮フェリーーーーターミナルターミナルターミナルターミナル！！！！    
1998 年に整備された「新港フェリーターミナル」は施設の老朽化に伴う建て替えが完成し、このほど 3 日

（水）に神戸港・新港第 3 突堤で名称もなんと「神戸三宮フェリーターミナ「神戸三宮フェリーターミナ「神戸三宮フェリーターミナ「神戸三宮フェリーターミナ

ル」ル」ル」ル」と変更され、その新ターミナルで竣工披露式典が催されました。新名称

でも明らかなように、神戸の顔、玄関口として三宮を行政も大きく期待して

の事だと思います。新ターミナルは鉄骨 3 階建てで 3 階には南北両面にテラ

スが設けられ、海と山の景色も楽しめるようになっています。就航中の神戸

～高松航路（ジャンボフェリー）に加えて、10月 1 日（水）から 16年ぶり

に神戸～宮崎航路（宮崎カーフェリー）が復活します。神戸三宮フェリータ

ーミナルへは三宮駅からフラワーロードを南へ徒歩約 20 分しか掛かりませんし、三宮バスターミナル（ミ

ント神戸 1階）からは連絡バスも出ており、大変便利です。ゆっくり船旅でも楽しみませんか！ 

問い合わせ先：ジャンボフェリー（株）（神戸予約センター）Tel 078-327-3322  www.ferry.co.jp/ 

              宮崎カーフェリー（株）（関西予約センター）Tel 078-321-3030 www.miyazakicarferry.com/ 

             （株）神戸フェリーセンター   Tel 078-327-3308 www.kobe-fc.co.jp/ 

★★★★認知症サポーター勉強会認知症サポーター勉強会認知症サポーター勉強会認知症サポーター勉強会    
先月号の高齢者総合福祉施設オリンピア兵庫さんの記事でも触れましたが、2 丁目が目指している「人に「人に「人に「人に

やさしい街」やさしい街」やさしい街」やさしい街」をより具現化、実践するために、5日（木）にサンセンタープラザ 6

階でそれぞれの店舗さんのスタッフの方々にお集まり頂き、「認知症を学び、地域「認知症を学び、地域「認知症を学び、地域「認知症を学び、地域

で支えよう」で支えよう」で支えよう」で支えよう」という勉強会が開かれました。当日は三宮あんしんすこやかセンター

（地域包括支援センター）から、主任ケアマネジャーの森脇さんと森口さんにお越

しいただき、認知症に関する理解を深める講義をして

いただき、出来るだけ多くの店舗さんに「認知症サポ

ーター」になって頂き、街ぐるみで来街される認知症

の方々を支えようというものです。最初に簡単な認知

症に関する○×式のテストをし、講義後に改めて同じ

テストに対する答え合わせをして、正しい認識を持つという手法が取られて

いました。すごく分かりやすい御説明の中で特に印象に残ったのが「認知症「認知症「認知症「認知症

の方々に敬意を持っての方々に敬意を持っての方々に敬意を持っての方々に敬意を持って接接接接するするするする」」」」というものでした。認知症の方々の心情を正しく理解し、障害を補いなが

ら、いつまでも安心して暮らせる街にして行くためには一人でも多く、こういった勉強会に参加をして頂

くことが必要です。この講習会はステップを上げながら続けて行きます。又、中央区にも 7 カ所のあんし

んすこやかセンター（地域包括支援センター）がありますが、代表して三宮あんしんすこやかセンターの

連絡先を記しておきますので、認知症に関するお悩みやご相談事があれば気軽に相談してみて下さい 

三宮あんしんすこやかセンター： 中央区磯上通 3-1-32  Tel: 078-271-9604   Fax: 078-271-5369 

★第★第★第★第 7777 回回回回    KOBEKOBEKOBEKOBE 夢・未来号・沖縄夢・未来号・沖縄夢・未来号・沖縄夢・未来号・沖縄    準備始まる準備始まる準備始まる準備始まる    
早くも来年の実施で 7 回目となります「「「「KOBEKOBEKOBEKOBE 夢・未来号・沖縄」夢・未来号・沖縄」夢・未来号・沖縄」夢・未来号・沖縄」の準備の第一段階として、9 月 30 日（火）

から 10 月 2 日（木）まで、神戸の街衆を代表した方々が沖縄に表敬訪問に行かれます。毎年 6 月 23 日の

沖縄県全戦没者追悼式への参列から帰神して、内部での準備が本格化しています。今回も久利会長を初め、

（株）サンセンタープラザの眞田社長など 6 人の方々が、沖縄県庁の高良副知事、糸満市役所の上原市長、



沖縄タイムスの豊平社長など沖縄の重鎮の方々など二十数カ所の団体・個人を直接お訪ねし、親交を深め、

来年のプロジェクト実施に向けて、お力添えをお願いしてまいります。三日間の訪問日程ですが訪問先が

多く、かなりタイトなスケジュールになりそうです。

それでもメールなどの安易な手法でお願いするので

はなく、支援して下さる方々に直接お会いし、今まで

の御礼と更なるご理解、御協力をお願いする事が私達

は最も大切な事と思っています。訪問団の方々は大変

だとは思いますが、三宮の三宮の三宮の三宮の街衆の「街衆の「街衆の「街衆の「熱い想い」熱い想い」熱い想い」熱い想い」を伝えて来て下さい。 

★ラグビーＷ杯★ラグビーＷ杯★ラグビーＷ杯★ラグビーＷ杯    会場誘致のバナーが会場誘致のバナーが会場誘致のバナーが会場誘致のバナーが近日中に近日中に近日中に近日中にアーケードにアーケードにアーケードにアーケードに上が上が上が上がります！ります！ります！ります！    
Ｗ杯って耳にすると、昨今ではサッカーばかりが頭に浮かんできますが、実は

ラグビーのＷ杯がラグビーのＷ杯がラグビーのＷ杯がラグビーのＷ杯が 2019201920192019 年に日本で年に日本で年に日本で年に日本で初めて初めて初めて初めて開催開催開催開催されます。日本代表は過去 7回

のＷ杯全てに、一つしかないアジア代表の枠を確保して出場しています。ただ

アジアでは最強でも、過去 7 回の大会では 1勝 21 敗 2 分けと厳しい結果となっ

ており、2019 年の自国開催に向けてますます実力の強化が図られているところ

です。そのＷ杯日本大会は 20か国・地域が参加する予定で、国内 10～12 会場

が来年 3 月までに決める予定になっています。もちろんラグビーのメッカであ

る花園を初め、全国で多くの会場が立候補しており、熱の入った誘致合戦を繰り広げています。ノエビア

スタジアム神戸があり、地元チームである神戸製鋼コベルコスティーラーズを擁する神戸市としても、会

場誘致への熱意は、他の候補地に比べても決して負けるものではありません。なんとか神戸が会場の一つ

に選ばれる様に皆様で盛り上げて行きましょう！ご興味のある方は神戸市のホームページ「神戸市ラグビ

ーワールドカップ 2019 神戸開催実現を。」をご覧になられるか、神戸市教育委員会事務局 社会教育部ス

ポーツ体育課（神戸市役所 3 号館 7階）Tel:078-322-5803,5804 までお問い合わせ下さい。 

★木下大サーカスに行って来ました！★木下大サーカスに行って来ました！★木下大サーカスに行って来ました！★木下大サーカスに行って来ました！    
奇跡のホワイトライオン世界猛獣ショー☆木下大サーカスの公演が 4年ぶりに神戸にやって来ました。公

演の期間は 9月 13 日（土）から 11月 30 日（日）迄行われ（実公演 65 日間）、

社会福祉事業協賛として神戸市北区イオンモール神戸北特設会場（神戸三田プ

レミアムアウトレット東）で開催されています。 

豪華ステージの一部を紹介しますと、世界でも珍し

いホワイトライオンと牡ライオンによる「奇跡のホ

ワイトライオン世界猛獣ショー」、キリン・シマウ

マが共演する「サファリスペクタクル」、アーティ

ストスペシャル「夢のダブル空中ブランコショー」、「Wheels of Death 地上

15m 決死の空中大車輪」などなど、魔法の赤い大テントの中で繰り広げられ

る夢と笑いとスリルに満ちた大スペクタクルになっています。会場は当然のことながら超満員で、お目当

てのホワイトライオンを目にした時は、その美しさと存在感に圧倒されてしまいました。アウトレットで

お買い物もできて、滅多に観ることのできないショーも体験できるこの機会をお見逃しなく！ 

木下大サーカス神戸公演事務局 Tel:078-983-4005   http://www.kinoshita-circus.co.jp  

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記 

先日朝１０時半ごろセンター街２丁目を歩いていると、海外から来神されたと思われ

る旅行者のご夫婦がストリートミュージーアムの作品一点一点丁寧に写真を撮りなが

ら観ておられました。ちょうど神戸港に豪華客船が停泊していた時です。その光景を

後ろからそっと撮った写真がこの一枚です。なんだかとっても嬉しく思いました。ス

トリートも皆さんの美化活動のおかげでとても綺麗で、その方たちに少し自慢したく

もなりました。ただのショッピングストリートではなく、アートな風が吹くストリー

トへ。これからもよりブラッシュアップして行こうと感じております。 
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★★★★安全安全安全安全でででで安安安安心心心心な街へ！な街へ！な街へ！な街へ！    
１０月１日（水）午後２時よりサンセンタープラザにある HATENA 前にて平成 26年地域安全運動セレ

モニーが華々しく行われました。この運動は、地域団体が行政、警察と一体と

なって、地域の安全・安心について考え、その機運を盛り上げていくために全

国各地で執り行われているイベントです。 

神戸では兵庫県警察音楽隊の軽快な音楽と可愛いかもめかもめかもめかもめのキャラクターとまもまもまもまも

りちゃんりちゃんりちゃんりちゃんのマスコットキャラクターで楽しい雰囲気を演出し、参加されていた

多くの一般の方々も和やかなムードの中、安全で安心な街について積極的に取り組ん

で行こうと思われたのに違いありません。 

このコンセプトは私達の街２丁目が目指して行こうとしている街創りのコンセプト

と全く同じです。積極的に取り組んで行かなければと一層思いました。 

 

★★★★SANNNOMIYA  COLLECTION  SANNNOMIYA  COLLECTION  SANNNOMIYA  COLLECTION  SANNNOMIYA  COLLECTION  2014  AUTUMN 2014  AUTUMN 2014  AUTUMN 2014  AUTUMN & & & & WINTERWINTERWINTERWINTER    
今年も恒例となりました SANNNOMIYA  COLLECTIONが 10 月 5 日（日）にセンター街 1丁目で行わ

れました。ステージは 3部構成に

なっていて、1stショーと 2ndシ

ョーではそれぞれプロモデルショ

ーが行われ、ショー終了後にはモ

デルが着こなしている商品を提供

して頂いた各施設でミニファショ

ンショーも開催され、細かいディテールなどをチェックする事

もできて皆さん熱心にご覧になっていました。その両ステージ

の合間にはスペチャルステージ、Wedding  Stage があり、ウェディングクイーンが登場し、その美しさ

に思わず見とれてしまいました。2丁目からはブティックセリザワの新ブランド「モンストーク」「モンストーク」「モンストーク」「モンストーク」が出品

（写真）され、華を添えました。その他イベントブースとしてワインの試飲やネイルアートの体験が出来

たり、今人気の車、英国生まれのMINIが展示され、ショーをより魅力あるものにしていました。来年の

ショーも今年以上に素敵になるでしょうし、皆さんの目が三宮に集まればいいですね。 

    
★★★★こんな建物が岡本にあったの？こんな建物が岡本にあったの？こんな建物が岡本にあったの？こんな建物が岡本にあったの？ 

喜多郎のテーマ曲で見果てぬ西域のシルクロード遺跡に胸を躍らせた経験をお持ちだと思います。 

そのシルクロードの大探検を 20 世紀の初頭に敢行し、貴重な文物を我国に

もたらした大谷光瑞（西本願寺 22世法主）。その彼

が岡本の山麓に建てた本邦無二の珍建築と評された

二楽荘。その活動と昭和 7 年の焼失が惜しまれるこ

の建物の全貌に光をあてる 1999年の芦屋美術館で

開催された展覧会以降の新発見、深まる研究成果を示す展覧会です。 



 

（特別展の御案内）   

二楽荘と大谷探検隊二楽荘と大谷探検隊二楽荘と大谷探検隊二楽荘と大谷探検隊展展展展 龍谷ミュジーアム 〒600-8399 京都市下京区堀川通正面下る（西本願寺前） 

開催期間：2014 年 10/4（土）～11/30（日） 10：00～17：00 月曜休館 Tel  075-351-2500 

    
    
★神戸ぐるっとまわってポン！？のお知らせで★神戸ぐるっとまわってポン！？のお知らせで★神戸ぐるっとまわってポン！？のお知らせで★神戸ぐるっとまわってポン！？のお知らせで Kiss FMKiss FMKiss FMKiss FM 神戸に出演しました神戸に出演しました神戸に出演しました神戸に出演しました    
今年で三回目を迎える神戸ぐるっとまわってポン神戸ぐるっとまわってポン神戸ぐるっとまわってポン神戸ぐるっとまわってポン!?!?!?!?    もうおなじみですよね！そのイベントの告知で2丁

目の毛利マークの藤井毛利マークの藤井毛利マークの藤井毛利マークの藤井さんさんさんさんが Kiss FMKiss FMKiss FMKiss FM の朝の番組の朝の番組の朝の番組の朝の番組 4SEASONS4SEASONS4SEASONS4SEASONS に出演させていただき

ました。DJ の中野耕史さんが話を上手に引き出してくれて、楽しい放送でした。

藤井さんも他の方も自身の声がオンエアーされているという緊張感を微塵も感じ

させない堂々たる内容でした。過去に参加された方々からのメッセージも頂き、自

分達の思いが伝わっているのを実感して嬉しい限りでした。これからもさらに継続

するイベントにしていきたいと思います。もっと詳しくイベントの内容をお知りに

なりたい方やご興味のある方は下記のホームページにアクセスしてみて下さい。 

神戸ぐるっとまわってポン公式ウェブサイト：神戸ぐるっとまわってポン公式ウェブサイト：神戸ぐるっとまわってポン公式ウェブサイト：神戸ぐるっとまわってポン公式ウェブサイト：    http://gurumawapon.kobehttp://gurumawapon.kobehttp://gurumawapon.kobehttp://gurumawapon.kobe----sc.jp/ sc.jp/ sc.jp/ sc.jp/     

    

★大嶺實清（おおみねじっせい）先生の「無垢の造形」展に行ってきました★大嶺實清（おおみねじっせい）先生の「無垢の造形」展に行ってきました★大嶺實清（おおみねじっせい）先生の「無垢の造形」展に行ってきました★大嶺實清（おおみねじっせい）先生の「無垢の造形」展に行ってきました    
大嶺先生は私達の街のアートストリートに収蔵されている「ブルーニライ」・「ホワイトカナイ」の作者で

すが、お招きを受け先生の展覧会に行って来ました。那覇空港から車で約 1 時間、5年制で全学英語が共

通語の OIST（沖縄科学技術大学院大学）の広大なキャンパスの中で、先生の展覧会

が開かれていました。 

日本人のスタッフ、学生を見つけるのに苦労するような環境の中で、地球の内臓とも

言える掘り出した土をそのまま焼きしめ、土の持つそれぞれの表

情を取り出した作品群の数々が、初めて出品された墨による額装

されたデッサン、茶碗、風炉先屏風と共に圧倒的な存在感を示し

ていました。 

 

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
先日那覇市で行われた「沖縄政経懇話会２１」に「KOBE三宮・ひと街創り協議会」会長の久利理事長が

招かれ講演をされました。その時沖縄タイムス社の豊平社長と懇談中にふと目にした新聞記事に重い心臓

病を患い米国で手術を望んでいる沖縄の中学生、松島良生（らい）君の事が掲載されていたそうです。 

同時期に神戸ではあの悲惨な長田の小学生の事件が発生し多くの人々が心を痛めました。なんとか一人で

も大切な子供達の命を救いたいとの思いから、久利会長はその講演料３０万円を全額松島君への寄付にと

即決したそうです。神戸に帰ってその思いを三宮の街衆に伝えたところすぐさま募金活動が始まりました。

またたくまに１００万円ほどの寄付が集まり先日、来年の夢夢夢夢・・・・未来号未来号未来号未来号の沖縄での事前挨拶の時に渡すこと

ができ、沖縄の方々からたくさんのお礼の言葉が神戸に届いているそうです。震災の時に多くの方々から

助けて頂いた神戸の街衆はビジネスだけではなく、人と人の絆を大事にし、困った時には出来得る限り、

共にその困難を乗り越えていく「「「「熱い想熱い想熱い想熱い想いいいい」」」」を抱く街衆であると自負していますし、そうでなくてはなら

ないと考えています。大阪など大資本が占める都市ではなく、一人一人の温かい気持ちが溢れる街にして

いく事を目指しています。募金は 11 月末まで集められています。少しでも皆様のお気持ちが必要です。

どうか御協力をお願いします。 

お問い合わせ： らい君を救う会 Tel.098-989-7798  http://rai-aid.com 

        または 2 丁目の事務局までお問合わせください。 
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★今年もイン★今年もイン★今年もイン★今年もインフルエンザ予防接種が始まりましたフルエンザ予防接種が始まりましたフルエンザ予防接種が始まりましたフルエンザ予防接種が始まりました    
今、世界ではエボラ出血熱ウイルス、日本ではデングウイルスで大騒ぎになっていて、防疫の面での対策

が急がれていますが、「予防対策の出来るウイルス」「予防対策の出来るウイルス」「予防対策の出来るウイルス」「予防対策の出来るウイルス」としてはインフルエンザがあり、今年もセンター街 2

丁目では竹村クリニックの御協力を得て、インインインインフルエンザワクチンの接種フルエンザワクチンの接種フルエンザワクチンの接種フルエンザワクチンの接種が既に始まっています。接種期

間は平成 27 年 1 月 30 日（金）までですが、接種後に体内で抗体が形成されるまでに 2 週間程掛かります

ので、早期の接種が望まれています。効果は約 5か月間続きます。接種を受けたから 100％インフルエン

ザに罹らないというわけではもちろんありませんが、罹患する人数を全体で減らし、2 次感染者を減らし、

結果として重篤になる方の人数も減らせるという意味で、大きな意義があります。既にお配りしたワクチ

ンの接種申込書・予診票をよくお読みになり、できるだけ早く竹村クリニックでの接種を受けて下さい。     

お問い合わせ： 竹村クリニック竹村クリニック竹村クリニック竹村クリニック    Tel. 078Tel. 078Tel. 078Tel. 078----391391391391----3131313131313131 

 

★神戸市の有志の職員の方々からも★神戸市の有志の職員の方々からも★神戸市の有志の職員の方々からも★神戸市の有志の職員の方々からもおおおお見舞が続々見舞が続々見舞が続々見舞が続々、、、、、、、、、、、、、、、、    
先月号でお伝えした重い心臓病を患い、米国での心臓移植手術を望んでいる沖縄の中学生、松島良生（ら

い）君に少しでも役立てて頂こうと神戸市の有志の方々から心のこもった

お見舞金のお申し出があり、KOBE 三宮・ひと街創り協議会の久利会長が

神戸市役所で岡口副市長岡口副市長岡口副市長岡口副市長から手渡しでお預り致しました。その岡口副市長

からのメッセージを頂きましたのでご紹介いたします。  

「沖縄と神戸の皆様「沖縄と神戸の皆様「沖縄と神戸の皆様「沖縄と神戸の皆様のおかげで、非常に熱いのおかげで、非常に熱いのおかげで、非常に熱いのおかげで、非常に熱い交流を交流を交流を交流をかねてからさせて頂かねてからさせて頂かねてからさせて頂かねてからさせて頂

いております。いております。いております。いております。神戸の街衆の皆様神戸の街衆の皆様神戸の街衆の皆様神戸の街衆の皆様にはにはにはには改めてお礼を申し上げたいと思い改めてお礼を申し上げたいと思い改めてお礼を申し上げたいと思い改めてお礼を申し上げたいと思い

ます。その中で先日来、街衆の皆様ます。その中で先日来、街衆の皆様ます。その中で先日来、街衆の皆様ます。その中で先日来、街衆の皆様が、松島君を救うべくが、松島君を救うべくが、松島君を救うべくが、松島君を救うべく久利久利久利久利理事長理事長理事長理事長をををを

筆頭にしてされた行い筆頭にしてされた行い筆頭にしてされた行い筆頭にしてされた行いについて深い感銘を受けております。わずかな事でについて深い感銘を受けております。わずかな事でについて深い感銘を受けております。わずかな事でについて深い感銘を受けております。わずかな事ではあはあはあはありますが、今回我々にも出りますが、今回我々にも出りますが、今回我々にも出りますが、今回我々にも出

来ることがあればという事で、来ることがあればという事で、来ることがあればという事で、来ることがあればという事で、久利理事長に沖縄にお届け頂くようになりました。久利理事長に沖縄にお届け頂くようになりました。久利理事長に沖縄にお届け頂くようになりました。久利理事長に沖縄にお届け頂くようになりました。引き続き沖縄と神戸が引き続き沖縄と神戸が引き続き沖縄と神戸が引き続き沖縄と神戸が

より良い信頼関係・絆をより良い信頼関係・絆をより良い信頼関係・絆をより良い信頼関係・絆を深める一助になればと思っております深める一助になればと思っております深める一助になればと思っております深める一助になればと思っております」」」」とのことです。久利会長もこれに対して、

神戸出身の沖縄戦に散られた最後の官選沖縄県知事である島田さんが「「「「命は宝命は宝命は宝命は宝」」」」と言っておられたことを

引き合いに出し、「神戸市長をはじめとする神戸の皆様が島田さんを尊敬しているから、島田さんの意思島田さんの意思島田さんの意思島田さんの意思

を神戸市の職員の皆様がこうして受け継いでいらっしゃるを神戸市の職員の皆様がこうして受け継いでいらっしゃるを神戸市の職員の皆様がこうして受け継いでいらっしゃるを神戸市の職員の皆様がこうして受け継いでいらっしゃる」と大変喜んでおられました。皆様の温かい心

が松島君に届くでしょうし、手術が成功することを心からお祈りしております。 

なお良生君の募金は目標に達し、12 月 2 日に渡米します。朗報を待つばかりです。 

    
★人工★人工★人工★人工尾びれ尾びれ尾びれ尾びれのイルカののイルカののイルカののイルカの「フジ」天国へ「フジ」天国へ「フジ」天国へ「フジ」天国へ    
突然の悲しいニュースが飛び込んで来ました。沖縄の美ら海水族館の人気

者、イルカの「フジ」が 11 月 1 日に亡くなりました。死因は感染性の肝炎

だそうで、推定年齢は 45歳だそうです。ご存じのように、「フジ」は 2002

年に病気で尾びれの約 75%の除去手術を受け、その後ブリジストンタイヤ

さんの協力の下で、人工尾びれを装着して元気になりました。「夢・未来号」

でも、毎年子供さん達を「フジ」のいた美ら海水族館に御案内していまし

た。海に生きる彼女に尾びれがどれほど大事な物かは子供さん達にも十分理解できるはずですし、彼女の

困難に負けない生き様をお見せすることで、子供さん達にも「フジ」から勇気を与えてきてもらいました。 



彼女を見せることで命の大切さを改めて感じてもらえるものと信じてきました。私達、神戸の街衆はこの

命の大切さを子供さん達と共有し、現在命の危機に瀕している沖縄の松島君の募金活動にも全力で協力し

ているわけです。「フジ」は亡くなりましたが、この「フジ」の生き様を来年以降の「夢・未来号」でも

子供さん達にお伝えして行く所存ですし、そうあらねばならないと強く感じています。「フジ」のご冥福

を祈っています。アリガトウ「フジ！」の追悼文を今、夢・未来号に参加した子供さん達が書いています。

近日中に美ら海水族館にお届けします。 

    

★★★★センター街センター街センター街センター街 2222 丁目香港懇親丁目香港懇親丁目香港懇親丁目香港懇親旅行旅行旅行旅行            
10 月 21 日より 2 泊 3 日、総勢 29 名で香港懇親旅行を実施しました。香港は今、行政長官選出の選挙の

あり方を巡って混乱しているとの報道が新聞等でされていたこともあって、

旅行先として不安な気持ちもありましたが、実際に現地に行ってみると大

きな混乱もなく、旅行に何等差支えが有りませんでした。 

改めてマスコミ報道の在り方について考えさせられました。現地のガイド

さんによると、近年多くの人が中国本土

から、観光・ショッピングに押し寄せら

れ、それに伴いブランド品を扱う店舗の

増加、物価・マンション価格の上昇等の

影響が出ているそうです。中国頼みの経済成長の光と影は、日本のみな

らず世界共通かもしれませんね。参加各位の皆様は香港でグルメ・ショ

ッピングなど、思い思いの楽しみ方をされました。マカオのカジノで、

なんと「勝った」方や「バンジージャンプ」に挑戦した方もおられたと

聞きました。街創りにおいて大切な親睦も旅行を通じて深まり街創りにおいて大切な親睦も旅行を通じて深まり街創りにおいて大切な親睦も旅行を通じて深まり街創りにおいて大切な親睦も旅行を通じて深まり、意味のある旅行だったと思います。最後

に、お世話になったセントラルツアーズの山下社長をはじめ、社員の方々にお礼申し上げます。 

今年は多忙で旅行への参加を見送られた方も来年はご参加をお待ちしています！ 

    

★★★★抽象画抽象画抽象画抽象画の先駆者の先駆者の先駆者の先駆者    ジャン・フオートリエジャン・フオートリエジャン・フオートリエジャン・フオートリエ    
私達関西の人間には馴染み深い具体美術協会のアンフオルメ抽象画活動の先駆けを

成す「フオートリエ」「フオートリエ」「フオートリエ」「フオートリエ」（1898-1964）の大規模な回顧展が現在、大阪の国立国際美術

館で開催されています。初夏の東京ステーションギャラリーを皮切りに豊田市美術

館を経ての最後の巡回展です。魅力的な作品の数々の中で盟友の編集者・文学者で

あり、最前線を走る作家を支えたジャン・ボーランとの対談を撮った会場で上映さ

れている短い映画は、しみじみと友とは何かを語りかけて来て印象的です。 

大阪国立国際美術館 

2014年 9 月 27 日～12月 7日 月曜休館 午前 10:00~19:00 （入場は閉館の 30 分前迄） 

Tel. 06－6447－4680 住所 大阪市北区中之島 4-2-55 

携帯サイト http://www.nmao.go.jp/m/ 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
私達の街の組合員でもあるドンクドンクドンクドンクさんがこの程、先月の神戸新聞の記事に取り上げられました。タイトル

は「女性はつらつ「女性はつらつ「女性はつらつ「女性はつらつ    会社も元気に」会社も元気に」会社も元気に」会社も元気に」というもので、神戸地区エリアマネージャーで 2 丁目の理事でもある

伊藤美智子伊藤美智子伊藤美智子伊藤美智子さんも写真付きで紹介されました。ドンクさんが女性の社員を積極的に店長や管理職に登用し

たり、女性が働きやすい環境作りのために「女性活動推進プロジェ「女性活動推進プロジェ「女性活動推進プロジェ「女性活動推進プロジェ

クト」クト」クト」クト」を始動されていることなどが、県や市にも評価されています。

これはドンクさんが如何に普段から努力されているのかを如実に

表しています。このように女性の雇用を増やし、女性の幹部職への

登用を促進させる動きが国でも進んでいて、「女性の活躍推進法案」

が議論されていくのだとか。家庭に美味しいパンを、そして女性に

は希望を与えているドンクさんは私達の街の誇りですね！ 
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★月刊雑誌「KOBEグー」の名店案内 

神戸三宮を中心にした情報誌、月刊「KOBEグー」はただのタウン誌ではなく、広域から来られる観光客

の方々にも神戸を強くアピールする雑誌になってきている事を皆様はご存じでしょうか。近隣周辺のバス

ターミナル・空港・フェリーのみならず、神戸と種々の交通機関で直接結ばれている街々の拠点にもこれ

から用意されていくことになっています。観光客の方々が食事やショッピングを楽しむ際に、各店舗の特

色をこの「KOBEグー」を通じてお伝えできれば力強いツールになります。そのため只今「KOBEグー」

に掲載する店舗の情報を数多く必要としています。記事を通じてご自分の店舗をアピールする絶好のチャ

ンスです。掲載は無料ですので、皆様も積極的に御利用下さい。お申込みは「KOBE グー」にも明示され

ていますが、（株）神港ジャーナル社（Fax:078-392-5578）、もしくは E-mailにて掲載情報内容を御記入

のうえお申込み下さい。E-mail  kobe-c@beach.ocn.ne.jp です。なお締切は毎月、前月の 10日になって

います。奮ってどうぞ！ 

 

★ストリートミュージアム 10作目となる作品の作者、一井弘和氏の木彫展 

来年で 10作目となります作品がストリートミュージアムに埋め込まれますが、その作品の寄贈者である

一井弘和氏の木彫展があべのハルカス近鉄本店のタワー館 11階アートギャ

ラリーで「彫刻的自然観 2014」と題して、11月 20日から 26日まで開か

れていました。一井弘和氏は 1980年の神戸生まれで、東京芸大大学院で彫

刻を専攻され、その後の精力的な活動で数多くの賞

も受賞されている注目の若手作家です。それに（株）

サンセンタープラザの理事をされておられる一井推

彰氏の甥っ子さんに当たられ、神戸三宮と深い繋が

りがあります。ギャラリーに飾られていたどの作品

も色使いが本当に美しく澄んだ人物木彫で、一井氏

によれば「虹、太陽、月、花などの自然と、家や夢

と言った我々に身近なテーマをモチーフにして表現

しました」とのことです。美しい色使いは天然の素

材、例えば珊瑚・貝殻・鉱石のマラカイト・アズライト・金・雲母などが使われており、半永久的に色は

変色しないのだそうです。驚きですね！来年の作品収蔵が待ち遠しいですね！ 

 

★映画「繕い裁つ人」で神戸がロケ地になりました 

新春 1月 31日（土）に公開予定の映画「繕い裁つ人」の試写会に行って来ました。

主演はあの中谷美紀さんで、その他に三浦貴大、片桐はいり、伊武雅刀、余貴美子、

中尾ミエさん等々、豪華な顔ぶれです。実はこの映画は全てのシーンが兵庫県、そ

れも主に神戸市で撮影されています。監督の三島有紀子さん自身も学生時代を兵庫

県で過ごし、阪神・淡路大震災も経験された方で、地元の街を舞台に、人々の絆や

ものづくりの大切さを一コマ一コマ、心を込めて制作されたそうです。ロケ地には

神戸大丸・モザイク・メリケンパーク・神戸どうぶつ王国・神戸女学院の図書館・

異人館通り近辺にある喫茶店サンパウロ等々、親しみのある風景が満載されていま 
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す。三島監督は神戸の開港以来音楽、服飾、建築、食べ物など、色々な異国の文化が長い時の中で街に溶

け込み、それらを生み出す職人さんの技術やこだわりといった魅力が溢れているのが神戸なのだと仰って

おられます。そして一度は震災でその多くを失いながらも、今の神戸の力強さとさらなる美しさに心動か

され、映画「繕い裁つ人」は絶対に神戸で撮影すると決められたそうです。その言葉通り、全てのシーン

が細部に至るまで監督のこだわりが強く感じられる映画でした。主役の中谷さんの透明感のある美しさは

言うに及ばず、映画そのものが絵画の様にすら感じられました。是非、皆様も新春に相応しいこの映画を

ご覧になり、神戸全体で盛り上げて行きましょう！ 

 

★安らかに 川西祐三郎先生、ありがとうございました 

私達の街、三宮センター街 2丁目のみならず、神戸市に多大な貢献をされた木版画家、川西祐三郎先生が

12月 5日にお亡くなりになられました。9日のお通夜には 2丁目から会長、正副理事長が最後のお別れを

して参りました。御承知のように私達の街、センター街２丁目の生田筋側入口と

トアロード側入り口に掲げられているステンドグラスは祐三郎先生のお父様、川

西英先生の「神戸百景」の作品をモチーフにしたものであり、また神戸ワインの

ラベルにも同じ「神戸百景」からの作品が採用されています。息子様の祐三郎先

生にはその許可を頂く際に大変お世話になりました。先生の作品も三宮センター

街東通り商店街に代表作「港都栄光」がステンドグラスになって設置されていま

す。神戸に生まれ、神戸に育ち、神戸をこよなく愛された祐三郎先生、天国から

私達の街、ならびに街衆を見守っていて下さい。ご冥福をお祈りしております。 

 

★今年最後の清掃ですね 

今年最後の美化運動が 16日（火）に行われました。寒い中を多くの組合員の皆様にご参集頂き感謝して

おります。「アートストリート」構想を目指している私達の

街は「安全」、「清潔」でなければなりません。通りには来年

で 10作目の作品が収蔵されることは、もうご紹介いたしま

した。つまりセンター街 2丁目の通りはもう美術館となって

きているわけです。その美術館が汚れていたり、ゴミが落ち

ているようでは折角の美術作品も台無しになってしまいま

す。それにもう一つの狙いは街を通っていらっしゃる方々に

組合員が一致団結して美化に取り組んでいるという私達の

街の姿勢を積極的にアピールすることです。「この街はちょ

っと違うね」とか、「美術作品が路面に沢山収蔵されていて、

夜間でも観賞できるよ！」とか来街者の方々に思って頂けたら嬉しいですね。美化活動は来年も毎月第 3

火曜日 9時 30分からです。美化活動の後は美味しいお茶とサンドイッチも待っていますので、どうぞご

参加の程よろしくお願いいたします。 

 

★編集後記 

KOBE三宮・ひと街創り協議会の久利会長が先般来お伝えしている沖縄の闘病の中学生、松島良生（らい）

君に神戸市役所の職員有志や神戸新聞厚生事業団からの寄付も含まれる 100万円をお届けするために先月

沖縄を再訪しました。「らい君を救う会」の富山共同代表に寄付金目録をお渡ししましたが、それだけで

はなく、心の病気と闘う神戸市内の女子高校生とその教師から託されたらい君を応援する手紙も渡されま

した。女子高校生は「心の病気をしていて日々つらくおもうことがあるが、松島君も病気に打ち勝って元

気になってほしいです」というメッセージを綴り、きっとらい君に勇気を与えているはずです。それに加

えてもう一つ心温まるエピソードをご紹介します。それは久利会長が今回沖縄でタクシーを利用した際、

運転手に沖縄訪問の理由を尋ねられ、事情を説明されると、その運転手の方が「乗車賃は要りません。沖

縄の子供のためにありがとうございます」との受け答えがあったのだそうです。ちょっとした事なのかも



しれませんが、心を通わせた胸が熱くなるやり取りだと思うのです。皆様には本当に感謝するばかりです。

私達の街も、今まで街を創って来られた諸先輩方がこんな小さな人としての心遣いを積み重ねて来られま

した。その伝統を引き継ぎ、より強く、深くして行きたいものです。                     

今年一年間、御愛読ありがとうございました。どうぞ皆様良い新年をお迎えください。 


