The 2 Chome Times

平成２７年１
平成２７年１月号
７年１月号

NO1 のプレミアムストリートをめざして

ＮＯ２００
ＮＯ
２００．
２０１５・１・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丁目タイムｽ１月号

編集：企画・商業振興部、編集長：芹澤邦明
http://www.centergai2.com Ｅ-mail:centergai2@nifty.com

★27 年度新年会
年度新年会が
が悠苑で開かれました
三宮センター街新年度の最初の行事となります新年会が今年も 6 日（火）に夕
方 6 時から、トアロードの悠苑で開かれました。総
勢 41 名の参加で来賓には四国銀行神戸支店執行役員
支店長の熊沢慎一郎様、2 丁目振興組合の顧問で、
（株）サンセンタープラザ前社長の東村、澤田、片
岡氏の御三名、ＰＯＢ森川社長様をお迎えし、賑や
かに行われました。冒頭、例年のように久利理事長
から今年の街の進むべき方向についての御挨拶があり、その後、熊沢支店長か
らもお祝いの言葉を頂きました。皆さんで頂いた料理は高級食材も豪勢に使わ
れていて、美味だったのは言うまでもありません。今年は忙しくて出席できな
かったという方も、来年は是非ご参加をお待ちしております！

★島田叡氏の顕彰碑が沖縄で設置されます
戦中最後の沖縄県知事で神戸出身の故島田叡氏の顕彰碑を島田氏が消息を絶ったとされる 6 月 26 日に奥
武山野球場（沖縄セルラースタジアム那覇）
、正面広場に建立することになりました。
沖縄戦時下で命を懸けて多くの県民のために尽くした島田氏は高校、大学を通して
野球人として活躍したことでも知られており、現在、沖縄県高校野球の新人中央大
会で優勝した学校には、氏の出身地である兵庫県から贈呈されたトロフィー「島田
「島田
杯」が授与されています。そのため沖縄の野球の聖地とも言える奥武山球場（沖縄
杯」
セルラースタジアム那覇）に顕彰碑を設置し、野球資料館内
に「島田コーナー」の新設、多目的グラウンドを島田氏にち
なんだ名前にすることなどを目指して署名・募金活動が行わ
れた結果、多くの賛同と 600 万円近くの寄付金が集まり、実現が可能になりました。
もちろん今年も「夢・未来号」で子供さん達を島田氏の慰霊碑がある摩部仁の丘に
御案内致しました。島田氏の勇気ある行動は未来永劫、語り継がれるべきであると
考えています。もし皆様が沖縄に出かけられ、機会がありましたら、この顕彰碑も
是非ご覧になって下さい。

★１．１７阪神・淡路大震災追悼式と献血ルームのある街の献血活動
血活動
★１．１７阪神・淡路大震災追悼式と献血ルームのある街の献
1 月 17 日センター街生田筋アートスクウエアにて阪神・淡路大震災追悼式典が行われました。未曾有の地
震から 20 年目の節目の年を迎え感慨深いものがあります。午前 11 時から 1 分
間の黙祷が捧げられ、犠牲になられた多くの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、ザ・ファーストの代表者の方々による献花が
行われ、一般の方々による献花へと移って行きました。震災節目の年でしたの
で多くの一般の方々からも献花を頂きました。あの日を忘れない気持ちを持ち
続け、いざという時の血液不足に備える為にも毎年街ぐるみで献血運動を推進

しており、災害時に即応できるよう、啓蒙・推進活動を継続して行っています。
今年も厳しい寒さの中、多くの街衆の協力のもと一日中、通行中の人々に献血
へのご協力のお声掛けをしました。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、皆様のご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。
17 日（土）当日 献血受付数：101 名
採血者数：85 名

新店舗紹介

「ほけんの窓口」さん

昨年末、センター街 2 丁目に新しい店舗がオープンし、私達の街の仲間が増えました。その仲間の扇塚店
長さんからメッセージをお預りしていますのでご紹介いたします。
「この度元町商店街から移転し、三宮センター街 2 丁目の一員となりました「ほけんの窓口」
「ほけんの窓口」です。
「ほけんの窓口」
私どもは、将来の不安や保険について安心してご相談いただける場を作りたい。将来の不安を払拭して頂
きたい。
「ほけんの窓口」はそんな思いから生まれました。相談会は無料ですので、ぜひご体験いただけ
「ほけんの窓口」
ればと思います。よろしくお願いします」とのことです。
激動の現代で、リスク管理抜きには人生設計は成り立ちません。保険の事で悩んでいたり、相談したいが
誰にして良いのか分からない方は、どうぞご遠慮なく気軽に「ほけんの窓口」
「ほけんの窓口」さんに足を運んで下さい。
「ほけんの窓口」
営業時間：10:00~21:00
年末、年始を除き定休日はなし。
Tel：078-334-4745 Fax：078-334-4746
E-mail masannomiya@lifeplaza.co.jp
URL http://www.hokennomadoguchi.com

★ 神戸製鋼コベルコスティーラーズ圧勝
昨年、タイムズでもご紹介しましたが、ラグビーＷ杯が 2019 年に日本で開催されます。そして神戸市も
会場誘致に力を入れています。その神戸市の地元チームである神戸製鋼コベル
コスティラーズの試合がホームであるノエビアス
タジアム神戸で、暮れも迫った 12 月 21 日（日）に
行われました。対戦相手はヤマハ発動機ジュビロで、
この試合はラグビートップリーグセカンドステー
ジ第 4 節にあたり、神戸製鋼が 40-10 で圧勝しまし
た。前半 WTB 山下楽平選手のインターセプトによるトライから始まり、合計 5
トライを奪い、終始ヤマハ発動機を寄せつけませんでした。いつ観ても、ラグ
ビーの試合は絶えずオフェンスとデフェンスが入れ替わり、目まぐるしく攻撃
が繰り返され、この試合も選手の迫力のあるプレーに魅了される本当に面白い
ゲームでした。ラグビーに興味のある方、ない方に係らず、一度ノエビアスタ
ジアム神戸で神戸製鋼の試合を見てください。きっと虜になりますよ ！

★編集後記
新年明けましておめでとう御座います。今年は未年ですね。最近知った事なのですが（お恥ずかしい）、
干支というのは「十干（じっかん）
」と「十二支（じゅうにし）」を組み合わせ
たもので、干支が一回りして同じ干支が巡って来るのに六十年かかり、これを
「還暦」と呼ぶそうです。2015 年は 32 番目の「乙未（きのとひつじ）
」になり、
「未」は「果実が熟した状態」の意味があり、豊作への願いが込められている
「未」は「果実が熟した状態」
そうです。震災が起こって二十年。私達があれから必死になって復興を目指し、
さらには以前にも増した素晴らしい街にするために努力してきましたが、ちょ
うど「果実が熟す」
「果実が熟す」様に、今年はその努力が花となって咲き始めてきている様な気がしてなりません。私
「果実が熟す」
達の信じている街創りが蕾から花が咲き、実を熟すように、これからもさらに気を引き締めて頑張りたい
と思っています。本年もよろしくお願いいたします。
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★date.KOBE バレンタイン企画「神戸での
バレンタイン企画「神戸でのデート
タイン企画「神戸でのデートの思い出大募集」締切迫る！
デートの思い出大募集」締切迫る！
デートの想い出(デートログ)を通して神戸の魅力を発信する date.KOBE のバレンタイン企画
として、三宮センター街では 2 月 28 日までデートログを募集！ご応募いただいたデートログ
の中から抽選で大好きな人と手をつなぐための手袋「
GLOVERS」
「GLOVERS
」をプレゼント
します。応募はセンター街のインフォメーション HATENA まで。当選者にはダ
ブルチャンスとして三宮コレクションランウェイへの参加も！
date.KOBE 公式サイト： http://datekobe.net/
←この手袋ですよ、
この手袋ですよ、

★神戸納税協会 ｅ-Ｔａｘ利用ＰＲ
Ｔａｘ利用ＰＲ
2 月 3 日（火）に神戸納税協会などが中心となり、三宮センター街で e-Tax（イー
Tax
タックス）の利用を呼び掛けるキャンペーンが開かれました。e-Tax はご存じの様
にインターネットで税の申告・納税ができる制度で、自
宅などでも税の申告ができ、利便性が高いものです。神
戸市消防音楽隊による広報ミニコンサートが行われた
後、センター街 2 丁目の久利理事長が「お客様からお預
かりした税を期限までに必ず納めます」と挨拶し、関係者など約 50 人でセンタ
ー街を歩き、パンフレットなどを配布しました。

★街創り協議会・ファースト合同勉強会 矢田前神戸市長の語るこれからの神戸
2 月 3 日（火）サンセンタープラザ 6Ｆにて街創り協議会、ザ・ファーストの合同定例
勉強会が行われました。今回の講師は矢田立郎前神戸市長
矢田立郎前神戸市長をお招きしました。以下に矢
矢田立郎前神戸市長
田氏の語られた内容を簡単に御紹介します。
・神戸発祥の地は兵庫の津であったように何事も原点が街を創る。
・人口集積が昔から行われており大正時代から人口が増え経済の発展があった。
・勤労の義務、教育の義務、納税の義務、行政サービスを受けるためには税の負
担が必要となってくる。
・しかしながら現在は子供さんの数が減って、結果働き手が減ってきており、若い世代
が減って高齢者を支えきれなくなってきている。
・矢田氏が市長に就任した時、神戸市の財政は危機的状況であったが、それを地道に解消してきた。その
際、サービスを減らすことはなかったので、職員に負担を与えることも多かった。
・今は先送りしているが、古い制度を変える法律を作る必要が出てくるし、やるべき時にやる事をきっち
りする事が重要である。
・これからの神戸は人材が集まる街にしないといけない。教育に関しても神戸は人気が高く、次の世代を
託す子供達に質のいい教育をさせる為にご両親が神戸を選んで移って来ておられるケースもある。

以上の様な内容でしたが、普段、気が付かない神戸の現状や、神戸の進むべき方向性など、多岐に渡るお
話を立ったまま長時間していただきました。我々の「夢・未来号」にも思いを寄せて頂いており、貴重な
お話を聞かせていただきました。お忙しい中を本当にありがとうございました。

★「沖縄ナイト」に出席してきました
1 月 27 日（火）に沖縄県と沖縄観光コンベンションビューローが共同で主催する「沖縄
「沖縄
（於：ヒルトン大阪）に久利理事長ほか、街創り協議会メンバーが招待を受け出
ナイト」
席しました。この招待は沖縄の観光振興と県産品の流通推進のため大阪と東京で毎年開
かれる催しです。今回は、昨年 11 月に県知事選があり、翁長沖縄県新知事の関西での初
お目見えという位置付けでもあり、多くの関係者が出席していました。印象的であった
のは翁長知事の挨拶の中で、今年神戸が震災後２０年となり犠牲となられた方々への追
悼を述べられ又戦後 70 年になること、さらに最後の官選知事で沖縄戦で亡くなった神戸
出身の島田叡氏が沖縄に注いだ思いに触れられ、そして多くの出席者がいる中で KOBE 三
宮・ひと街創り協議会の久利計一会長の名前を挙げて、その活動を讃え、関西と沖縄の深い絆に言及され
たことでした。出席者一同は晴れがましい想いとともに、沖縄に対する一層の愛着を覚えたものでした。
「夢・未来号」をはじめ様々なプロジェクトがさらに実りあるものになるようにこれからも務めてまいり
ましょう。

★沖縄国際洋蘭博覧会に招待されました
２月７日開催された「平成２６年度沖縄国際洋蘭博覧会」に沖縄美ら島大使として久利理事長が招待され
ました。全国には２５０種ほどの蘭がありますが、実は沖縄には１００を超える蘭の種類があるのです。
毎年一度のこの博覧会には国内外の個性豊かな欄が多数展示され、招待された方々からはその美しさにた
め息が聞かれたものでした。この博覧会は毎年２月の上旬の約一週間程ですが常設展示として美ら島水族
「夢・未来号」に参加される
館のある海洋博公園内のドリームセンターでみられるとのことです。是非、
子供さん達にも見学の機会を考えてみたいですね。

★新店舗紹介 used & antique アレリナ
センター街 2 丁目にお洒落な仲間ができました。食器のノリタケさんのすぐ西側
の階段を下りていただいた地下に used & antique のアレニナ
アレニナさんです。20
代か
アレニナ
ら 30 代の女性のみならず、男性でも fashion に敏感にアン
テナを張り巡らしておられる方は要チェックのお店です。
有名ブランドといった安易な基準ではなく、洋服やバッグな
どの小物に御自分なりの感性やポリシーをお持ちで、
「こだ
わり」を追求しておられる方に是非、是非訪れて頂きたいお店です。オーナーの竹内
わり」
さんはお店の名刺にもイラストで表現している様に黒の帽子とメガネがスマートに
似合う爽やかな方です。趣味でＤＪもされていらっしゃる様に音楽のセンスにも秀でておられ、店内を流
れる音楽も素敵なものでした。色々なショップを巡っていても、なかなかコレといったアイテムに出会え
ない方、是非一度アレリナ
アレリナさんを覗いてみて下さい！
アレリナ
営業時間：12:00～21:00
不定休
Tel: 078-599-6469
ホームページ www.areryna.com

★編集後記
１月２７日ヒルトン大阪での沖縄ナイト
沖縄ナイトに久利理事長と眞田サンセンター
沖縄ナイト
プラザ社長他数名が参加した時の事です。金屏風の前で翁長沖縄知事はじめ
幹部の方が招待客をお出迎えしている中で知事は久利理事長を見つけると即、
「久利さん、ここで一緒に写真撮ろうよ」と気さくに声をかけて頂きました。
その時の写真がこれです。沖縄の方々と神戸の街衆との距離がほんとに近づ
いてきたのだなと実感致しました。これからも強い絆で共に歩んでゆきたい
ものですね。
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★神戸市立博物館 チューリヒ美術館展
現在、神戸市立博物館では「チューリヒ美術館展―印象派からシュルレアリズムまで」を開催しています。
1910 年に完成したチューリヒ美術館は特に 19 世紀の印象派以降から 20 世紀
にかけた近現代美術コレクション優れており、その中でも同時代に活躍した
印象派からシュルレアリズムにいたる 34 作家の作品 74 点が紹介されていま
す。モネ、ドガ、セザンヌ、ゴッホ、ゴ
ーギャン、ルソー等々といったビッグネ
ームの作品が展示されていることもあり、
会場は連日熱い熱気に渦巻いています。
どうぞ皆様、是非この機会に会場にお出かけになり、世界に名だたる
名作を直に鑑賞して下さい！
5 月 10 日（日）まで開催。詳しくは「神戸市立博物館」を検索してみてください。

★沖縄、松島良生（らい）君の手術成功！
昨年秋、久利理事長が沖縄を訪れた際、沖縄の中学生、松島良生（らい）君（13）が命の危機に瀕してい
る事を知り、早速神戸でも募金活動を呼び掛け総額 230 万円を沖縄にお届けした事はこのタイムズでもお
伝えしていましたが、その良生君が 2 月 28 日に米国ニューヨーク州のコロンビア大学病院で心臓移植の
手術を受け、成功したとのニュースが飛び込んで来ました。この朗報に久利
理事長も即座に祝電を送り、その中で「彼の健やかな成長と、存じ上げぬ御
提供者のご冥福を神戸の街衆、支援をさせていただいた一同は祈っていま
す」と結んでいます。沖縄、そして私達の願いが叶い、本当に皆様への感謝
の気持ちで一杯です。元気になった良生君が無事に沖縄に帰ってきて、そし
ていつか神戸にも遊びに来てもらいたいものですね！

★ヴィッセル神戸開幕試合に行ってきました！
クラブ創立 20 周年になるヴィッセル神戸の J1 リーグ 1st ステージ、第１節に当たる試合がホームグラウ
ンドのノエビアスタジアムで 3 月 7 日（土）に行われました。対戦相手は千葉の柏レイソルでした。
始球式には阪神・淡路大震災発生当日に長田区の神戸市立西市民病院で誕
生した江口愛恵美さん（20）が見事なキックを披露されました。試合その
ものは残念ながら 0-1 で惜敗してしまいましたが、サポーターや記者を含
む多くの観客が「we never forget 1.17」の文
字が入った「絆マフラー」で本当に熱い声援を
送っていました。ヴィッセル神戸には年間王者
になってもらえる様に今年も魂の籠ったプレーを期待したいですし、私達も
オール神戸でとことん応援して行きましょう！

★Thanks おきなわ・ＡＮＡ/ＳＮＡ
今年も「夢・未来号」で全面的に御協力頂いた沖縄県と ANA、SNA（ソラシド
エア）さんに感謝を表し、皆さんで沖縄の初夏を満喫する企画が催されます。
日程は 4 月 21 日（火）～23 日（木）の二泊三日です。ホテルはパシフィック
ホテル沖縄で初日の夜には沖縄の方々と懇親交流会も予定されています。ゴ
ルフに観光に初夏の沖縄は魅力で溢れています。ご興味のある方は 2 丁目事
務所、もしくはサンセンタープラザ西館の地下 1 階にある（株）セントラル
ツアーズさんにお問い合わせください。
2 丁目事務所：078-331-3091 （株）セントラルツアーズ：078-392-2008

★新店舗紹介
新しい仲間が 2 店舗オープンしました！
￭ 魅惑のカラーコンタクト Eye Shop Five
また素敵なお店が 2 丁目に誕生しました。ハリウッドセレブの間でも必須アイテムになっているカラーコ
ンタクトの Eye Shop Five さんです。松尾店長さんからお店の特徴をお聞きして来ましたのでご紹介しま
す。
・コンタクトには度ありと度なしのものがあります。（度数は P 0.25～P 10.00 までご用意）
・国内許可が下りている商品だけを販売しているので、安全面でのご心配は一切ありません！
・眼科医での処方線は必要がありません。
ファッションに敏感で素敵な貴女には欠かせないアイテム、カラーコンタクトを
つければ「素敵な目をされていますね！」と異性だけでなく、女性の方からも文
字通り、
「一目置かれる」ことは間違いありません。どのようなコンタクトが貴
女にお似合いになるのかをアドバイスしてもらえる頼りがいのあるスタッフば
かりですので、是非一度お立ち寄り下さい！ Tel:078-332-1550
営業時間: 11:00～20:00
年中無休（年末 12 月 31 日、年始 1 月 1 日は未定）
￭ アクティブな女性に ロシカリエ
もう一店はアクティブな現代女性に無くてはならないブランド、ロシカリエ さんです。店長の大宮さん
にブランドの特徴をお聞きしました。
「25 歳の働く女性に向けた ON.OFF のどち
らにも取り入れられる可愛さ、優しさがつまったリラックスできる服をご提案
いたします」とのことです。価格もリーゾナブルで、都会で仕事に、そしてプラ
イベートも活発に活動されている貴女にピッタリのブランドです。一度身に付け
るとその柔らかい着心地の虜になってしまいそうなアイテムばかりです。是非一
度お立ち寄り下さい！ Tel&Fax: 078-325-0168
営業時間：11:00～20:00
年中無休（年末 12 月 31 日、年始 1 月 1 日は休み）

★編集後記
3 月 2 日、アイルランドのダブリンで開催されたラグビーワールドカップリミテッドの理事会で国内 12 の
都市の内、見事に神戸もその開催都市として選ばれました。センター街でも
PR 懸垂幕を掲示して誘致運動を応援したのは皆
様も御存じだと思います。そして、センター街だ
けではなく、神戸市のあらゆる場所で誘致応援活
動が行われ、まさしく「神戸はひとつ」を合言葉
に頑張った成果だと思います。2019 年にはノエ
ビアスタジアムでの熱戦を観戦に多くの諸外国からも観光客が神戸にやって
来られ、私達の街でもショッピングやお買い物を楽しまれます。その時に「神
戸って素敵な街だったね」と皆様に思って頂けたらこんなに嬉しいことはないですよね。ストリートミュ
ージアムの収蔵作品もそれまでにはさらに 5 点増え、アートストリートとしての充実度も上がります。後
は素敵な笑顔と清潔な街で世界の皆様をおもてなししましょう！
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★ 氏神さん生田神社の春祭りです
私達三宮の氏神さん、生田神社の春祭り（生田祭）が 4 月 15 日・18 日の 2 日間賑やかに行われました。
今年のお祭は葺合地区（大安亭市場・国香通・神若通・二宮市場・国体道路・HAT 神戸・御幸通）のご奉
仕当番により行われました。
18 日の神幸祭には、500 名にものぼる行列が巡行されました。特にこの葺合地区は旧葺合区全体が奉仕地
区となっており生田神社の春の大祭１１奉仕地区の中でも 1 番広大な地域でもあります。
また本年は KOBE 三宮・ひと街創り協議会のメンバーでもある神戸国際会館様が構えておられる御幸通を
戦後初めて、お神輿が練られ、通りの皆様も興奮気味に声援を掛けながらご覧になっていました。同じく
18 日の午後 5 時頃からは 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、その様子を一目見ようとギッシリの人だかりでした。街の氏神様のお祭りが大成功に終わ
り、これからも街を見守ってくださることでしょう。

★ストリートミュージアム作品収蔵除幕式
4 日（土）にセンター街 2 丁目ストリートミュージアム第 10 作目となる作品、木彫刻「虹色浮遊像」の収
蔵式が執り行われました。作者は神戸に縁があり、センタープラザテナン
ト会 会長の甥御様にあたる新進気鋭の作家、一井弘和氏です。式には神
戸市から岡口副市長、田上中央区長、松崎神戸空港ターミナル社長、新居
全日本空輸執行役員、そして児童養護施設の関係者の方々など、お名前を
全てはご紹介できませんが、本当に多くの方々がご参集下さいました。除
幕式のあと、主催者であるセンター街 2 丁目の久利理事長が御挨拶の中で、
阪神淡路大震災からの復興に「アート」をその
中心にした経緯などを述べられました。そして、一井氏に感謝状と記念品の贈
呈が行われた後、一井氏から御挨拶の言葉があり、岡口神戸市副市長からもお
祝いの言葉を頂きました。作品はタイムズでもご紹介した通り、色も鮮やかな
木刻像で、お洒落なストリートに華やかさを与えてくれているようです。一井
先生、そして関係者の皆様、本当にありがとうございました。

★KOBE Free Wi-Fi のお知らせ
スマートフォンやタブレットなどがこれだけ普及している現在ですが、国外でも自由にインターネットが
使えれば便利ですよね。神戸には多くの海外からの観光客が来られており、その方達に自由にインターネ
ットにアクセスして頂けるサービスが既に始まっていま
す。皆様も店頭に立っておられて、時折、海外からの観
光客からインターネットにアクセスできる方法はないの
かとお訪ねされる事もあるのではないでしょうか。神戸
市が進める外国人専用の公衆無線ランサービスはその様
な要望に応えるために実施されています。残念ながら、日本に在住している方々はその対象になりません。
先程、「外国人専用」とお伝えしましたが、日本人でも海外に在住されておられる方々はその対象になり
ます。三宮インフォメーションコーナー、HATENA やホテル、神戸市総合インフォメーションなどでも取扱

いをしており、その有効期限は 1 週間です。対象になる方のパスポートか海外からの旅行者を示すドキュ
メントがあれば、パスワードと ID などの情報をお教えすることで、国内のインターネットサービスが活
用可能になります。海外からのお買い物客様に尋ねられたら教えて上げてくださいね。
お問い合わせ窓口 (日本語対応)
Wi2 カスタマーセンター
0120-856-306 (10:00～19:00)
(英語対応)
Wi2 カスタマーセンター
0120-858-306 (10:00～19:00)

★港で出会う芸術祭 神戸ビエンナーレ 2015
ザ・ファーストの勉強会で 2 年に 1 度の神戸ビエンナーレ 2015 の勉強会が 7 日（火）に行われました。
その言葉の意味はイタリア語でそのまま「2 年に 1 度」と言う意味であり、神戸ビエンナーレは阪神・淡
路大震災がきっかけで、
「文化芸術は人の心を癒し、心を豊かにする」という考えからスタートしました。
神戸だけではなく、全国的にこの芸術祭の動きが拡がっています。今年の神戸ビエンナーレは 9 月 19 日
（土）～11 月 23 日（月・祝）まで行われます。その特色を以下に御紹介しましょう。
・都心のオアシス「東遊園地」を新たに主会場に加え、「アートインコンテナ」をはじめとした夜間の作
品展示をおこなう。
・過去 4 回のコンペティションで入賞し、国内外で活躍するアーティストの作品を展示する。
・一人一人が学び、知識・経験を活かして、神戸ビエンナーレに参加し、共に創り上げていく「神戸ビエ
ンナーレ CHEERS」を立ち上げる。
大きなテーマは「スキ。[su:ki]」になっていて、66 日間の間、神戸市内のメリケンパーク・ハーバーラ
ンドエリア・東遊園地・フラワーロードエリア・ミュージアムロードエリアで多彩に繰り広げられます。
催行はまだ少し先ですが、楽しみなイベントですので、この先も新たな情報が入り次第、お知らします。

★オーティズム（自閉症）啓発運動
昨年も御紹介させて頂きましたが、ことしも世界的なオーティズムの啓発運動が 4 月 2
日（木）に行われたのに先駆け、NPO 法人「あっとオーティズム」が中心となって、3
月 28 日（土）の 15 時より、三宮センター街で HATENA 前にて世界自閉症啓発デー・ラ
イト・イット・アップ・ブルー開催のちらしや理解を求めるパンフレット、缶バッジ、
ブルーキャンドル、ブルー風船等の配布が行われました。自閉症は目にははっきり分か
り難い障害で、それゆえ「自閉症」という言葉は知ってはいても、その内容は深くは知
らないのが一般的です。そのため「自閉症」をもっと広く人々
に知ってもらい社会全体で受け入れて行きましょうというの
が趣旨になっています。その啓発運動の象徴的なカラーがブ
ルーで、4 月 2 日には全世界で一斉にランドマーク的な建物がブルーにライトア
ップされました。日本では神戸がこの運動の発祥の地になっており、5 年目にな
ります。改修工事の終わったばかりの姫路城、ホテルオークラ、明石大橋など
多くの建築物がブルーにライトアップしました。この運動は今後も継続して行
われていきますので、皆様の御協力と御理解をよろしくお願いいたします。

★編集後記
今回、ストリートミュージアムに収蔵された「虹色浮遊像」には一井氏の素敵な思いが表現されていると
お聞きしました。それは「遥か宇宙からやってきた太陽光が地球の水滴と出会い、虹色を生み出す様に、
この神戸でそれと同じくらい奇跡的な出会いが沢山生まれ、沢山の素敵な虹がかかる事を願う気持ち」が
込められているのだとか。そう言えば以前ご紹介しましたが、収蔵作品の一つである「ホワイトカナイ」
像の前でも取材に来られていた異なる新聞社のお二人が出会い、ご結婚にまで至られたことがあります。
この「虹色浮遊像」もきっとその様なマジカルパワーを持っていても不思議ではありません。これから春
本番です。すてきな出会いが多く生まれるでしょうし、センター街 2 丁目がそのパワースポットとして有
名になっていくかもしれませんね！
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★「第９回 Thanks おきなわ・ANA/SNA」で沖縄の皆さんとの親睦を図ってきました
「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）さんへ感謝する趣旨で、4 月 21
日から 2 泊 3 日の旅程で「第 9 回 Thanks おきなわ・ANA/SNA」が開催
され、神戸からは 130 名の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、安慶田副知事、高良前副知事、
嘉数元副知事、上原元副知事（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 108 名の
方々との親睦を深めました。久利会長、安慶田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 KOHANA」の皆様、「創作エイサー那覇太鼓」の皆
様の競演！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、神戸ワインなど神戸ゆかりの品々を沖縄の方々へ、また泡盛
など沖縄ゆかりの品々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」のお別れコンサート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、沖縄、神戸
参加者全員が一緒になって地元の踊り「カチャーシー」で大変盛り上がり
ました。全日空大阪支店、大和田副支店長のご挨拶で名残惜しい想いを
抱きながら閉会となりました。次回の「交流会」がますます期待される
素晴らしいひと時となりました。
二日目は「第 2 回夢・未来号杯」ゴルフコンペが「パームヒルズゴル
フリゾートクラブ」で開催され、沖縄、神戸双方の参加で前夜に引き続
き親睦を深めました。また、久利理事長が琉球放送ラジオ番組の収録に
臨み、夢・未来号をはじめとする KOBE 三宮・ひと街創り協議会の活動
についてお話してきました。
「交流会」をはじめ 3 日間ご参加いただきました皆様に改めて厚く御礼申し上げます。

★“阪神タイガースの歴史と今季の展望”
5 月 8 日サンセンタープラザにて「人・街創り協議会」、ザ・ファースト合同の定例勉強会が行われまし
た。今回の講師は阪神タイガースのオーナー坂井信也様をお招きしました。“ 阪神タイガースの歴史と
今季の展望“というテーマで講演して頂きました。坂井オーナーは阪神電鉄の神戸三宮から奈良間の直通
工事の際にご尽力された方で、三宮センター街とも深い関わりのある方であります。阪神タイガースは創
立 80 周年を迎え、読売ジャイアンツと人気を二分する球団です。歴史も古く 1924 年に甲子園球場が完成
しタイガースは 1935 年に誕生しています。
その後の長期間に亘って多くのスタープレーヤーを送り出し、
プロ野球の歴史上でも特筆すべき天覧試合で巨人と対戦しています。ミスタータイガースと呼ばれる、藤
村、村山、田淵、掛布選手などが大活躍し、1985 年にリーグ優勝した時は記憶に残る掛布・バース・岡田
選手の 3 連続を含むセリーグのホームラン記録が 219 本に至るなど、関西にタイガースフィーバーが吹き

荒れました。近年も金本、赤星、藤川など有名な選手が活躍した後を引き継
ぎ、現在は鳥谷、能見、藤波選手など若い力が
リーグ優勝に向けて日々精進しています。タイ
ガースの優勝と景気は連動すると言われてい
るそうです。優勝すべく我々も応援せねばなり
ませんね！坂井オーナーは「外国人選手の調子
が今一つだが、辛抱強く復調を待たなければな
らない。難しい状態であるが若い力がどんどん出てくるのを期待している」
と仰っておられました。センター街でのトラッキーとのパレードやトラ番記者に書かれたお話など気さく
に話して頂き、多忙な中、貴重な公演を聞かせていただきました。坂井オーナー、本当に有難うございま
した。

★久利理事長、沖縄再訪へ５月１４日久利理事長とサンセンタープラザの北畑専務、中村部長が
「KOBE 夢・未来号・沖縄」への多大な協力のお礼を込めて再度沖縄に向
かいました。驚くべきことに多忙な翁長知事が直接お時間を取って頂き
今後も神戸との交流に関して継続して行こうとの意欲を述べられ、一同
大変感激したそうです。久利会長は沖縄県の協力に感謝し私達の街のス
トリートミユジアムにも収蔵されているガラス作家の家住利男さんの作
品を寄贈し、今後も神戸と沖縄は手を取り合って一緒にやっていきましょうとの想いを伝え、翁長知事か
らは「大変心強く、うれしい。本土と沖縄を繋いでほしい」との言葉を頂いたそうです。心と心の繋がり、
日頃の忙しさの中で忘れがちな大切なことをあらためて思いを強くしました

★ワンランク上のまち感覚を伝える おとな旅・神戸 三宮センター街老舗ツアー
2013 年からスタートした神戸のガイドツアーおとな旅・神戸をご存知ですか？神戸には、山と海、異国情
緒豊かな街並みなど沢山の魅力があります。おとな旅・神戸では、そんな神戸のまちを、地元をよく知る
市民ガイドが案内。2015 年 3 月 14 日に三宮センター街でも老舗を巡るツアーが初開
催され、創業 100 年を迎えた毛利マークの藤井さんがガイド役を務め、12 名のお客
様に「変わりゆく街の変わらない心意気」を感じてもらいました。2 丁目ではマイス
ター大学堂、毛利マーク、ドンク三宮本店を案内しました。大変好評を頂き、6 月と
7 月にも同様のツアーが実施される予定です。詳しくはおとな旅・神戸のホームペー
ジをご覧ください。
おとな旅・神戸公式ウェブサイト： http://kobe-otona.jp/

★ネパール大地震救援募金に御協力を！
もう既に多くの組合員様に御協力頂きましたネパール大地震救援募金ですが、この大事な浄財は神戸新聞
事業団へ責任を持ってお渡しいたします。本当にありがとうございました。なお 2 丁目組合事務所では引
き続き募金の受け入れを続行していますので、たまたま渡し忘れた方はいつでもお預りいたしますので、
事務所までご連絡ください。
2 丁目事務所 Tel.078-331-3091

★編集後記
掲載させて頂いた「おとな旅・神戸三宮センター街老舗ツアー」の記事の中で、藤井さんが使われた言葉
「変わりゆく街の変わらない心意気」と言う言葉が大変印象に残っています。ある意味他の場所よりも、
経済情勢や時勢に敏感で変化の速い私達の街ですが、この「変わらない心意気」があれば、変化の形は違
っても決して間違った方向へは行かないのではないでしょうか。ビジネスの前にまず人間として、社会と
の繋がりを大事にし、社会からお預かりしているこの街の空間の魅力を高めていくことができれば街全体
の発展に必ず結びつくはずです。これからも「心意気」を胸にして頑張って行きましょう！！
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★（株）神戸サンセンタープラザ専務に就任された北畑さんからの御挨拶！です、
この度（株）神戸サンセンタープラザ専務取締役に就任いたしました北畑雅
敏（きたはたまさとし）と申します。どうぞよろしくお願いいたします。神
戸のまさに活力の中心であるこの三宮の地で、皆様とご一緒に仕事をさせて
いただける喜びと責任をひしひしと感じております。
神戸の明るい未来は、この三宮、そしてその核である三宮センター街が担う
と思います。三宮の魅力の向上は、神戸の街の力に直結します。その意味で、
2 丁目商店街振興組合様が取り組んでおられるストリートミュージアムは、
震災から立ち上がる神戸と応援いただいた皆様との芸術文化を通じたつながりの象徴でもあり、神戸を発
信していく、力強いまた心に優しく響く取組みと思います。今までの生活の中でも大好きな三宮がさらに
好きになります。「好きこそものの上手なれ」となれるよう精進いたしますので、どうぞよろしくご指導
ご鞭撻のほどお願いいたします。

★第 42 回通常総会が無事に終了しました
5 月 29 日（金）に三宮センター街 2 丁目の通常総会がセンタープラザ西館 6 階で開かれました。御来賓と
して神戸市産業振興局の山本猛局長や歴代のサンセンタープラザの社長も
御出席下さいました。松谷副理事長の開会の言葉と共に 77 名（委任状 42 名
を含む）の出席者数で午前 11 時に始まりました。久利理事長の挨拶で始ま
り、第一号議案の「平成 26 年度事業報告の件」から第六号議案の「取引銀
行決定の件」まで滞りなく審議が進み、街創りの現状と来年の方向性を再確
認しました。
最後に POB の森川浩孝社長から「最近の街の
治安状況に対する報告がありました。強引な万引きや開店前の一瞬の隙を
突いた窃盗事案など、これからの防犯に参考になるものでした。最後に岸
野副理事長から皆様に出席に対する御礼の言葉で無事閉会となりました。
今年もムサシさん特製の美味しいお弁当を頂くなごやかな、且つ熱気に溢
れた総会になりました。新しい年度もよろしくお願いいたします。

★神戸市立博物館 「輝きの静と動」 ボヘミアングラス展
今月の 6 日から神戸市立博物館で始まった「輝きの静と動 ボヘミアングラス」展に
早速行ってきました。プラハ国立美術工芸博物館
所蔵のなんと 170 点もの作品が展示されています。
カットとエングレーヴィングによって水晶のよう
に輝くボヘミアングラス。13 世紀頃に始まるガラ
ス製造は 1670 年代、透明度が高く、光との共鳴が
美しいカリ・クリスタルの発明によって興隆し、
18 世紀にはヴェネチアングラスが流行するヨーロッパのガラス市場を席巻する勢い

となったそうです。さらに 19 世紀に様々な着色・絵付け法が開発されると色情ゆたかにその美が変貌を
とげ、今なお発展し続けているのだとか。実際に作品を見て印象的だったのは、中世ヨーロッパから発展
しただけあって、ギリシア神話や聖書の影響が色濃くでていて、現代に近づくにつれ、社会主義の影響さ
え受けている作品があったことでした。全ての作品に深いストーリーがある素晴らしい展示会を是非、ご
自分の目でお確かめ下さい！
神戸市立博物館：開館時間 AM10:00～PM17:00 （土曜日は 19:00 まで）入館は閉館の 30 分前迄
休館日 毎週月曜日｛ただし 7 月 20 日（月・祝日）は開館、翌 21 日（火）は休館
Tel:078-391-0035

★心に響く調べ、邦楽リサイタルに行って来ました
５月３１日（日）神戸朝日ホールで「角丸清子 邦楽リサイタル」が開催されました。角丸清子さんは３
丁目の馬場前理事長の御令室で、６歳の頃から神戸出身の大作曲、箏曲家、
宮城道雄さん一門として学ばれ大阪音楽大学を卒業された現役バリバリ
の邦楽のアーティストです。その角丸さんが奏される琴の音色に酔った一
刻、あらためて日本の音楽は奥が深いと思いました。私達が属する「KOBE
三宮・ひと街創り協議会」も後援に名を連ねさせていただきました。それ
にご配慮いただいたのか「琉球民族による組曲」も演じて下さいました。
４人の奏者による大迫力でした。最後の御挨拶でおっしゃった「今夜は悔いが多くて眠れないかもしれま
せん」のお言葉、道を極めようとする方の凄みも感じた一日でした。

★神戸の街衆の熱い想いここにあり
先日来、私達の仲間から「辺野古基金に協力したいのだがどうしたらいいのか」との問い合わせが多数事
務局に寄せられています。恥ずかしながら私自身も全くその存在を知りませんでした。「基地問題をどう
すれば一番良いか？」今沖縄では真剣に議論が重ねられ、その答えを探そうとしています。神戸の街衆と
して、その問題に無関心であってはならないと久利理事長に相談したところ、神戸の街衆の想いのこもっ
た浄財を美ら島沖縄大使である理事長自身が沖縄へお届け下さることになりました。遠く離れていても島
田叡さんを初め、強い御縁、絆を持つ私達の想いが沖縄の方々の心に伝わる事を願っています。

★神戸税務署長が感謝状をお届け下さいました！
6 月 9 日（火）に神戸税務署長の土井修氏が三宮センター街 2 丁目事務所をお訪ねになり、日頃の税に関
する広報活動への協力や、当組合が消費税の完納推進及び E-TAX の利用推進に極
めて顕著な功績を挙げたとして、感謝状を久利理事長にお渡しされました。税務
行政への積極的な協力は街として当然の事であり、
市民の皆様からお預りしている税を社会のために使
って頂くための責務を果たしているだけですので、
このような感謝状を頂くのは僭越なことであり、大
変恐縮もいたしますが、この感謝状授与を栄誉な事として、これからも税務
行政を勉強し、行動して参りたいと思います。

★編集後記
最近、神戸市は三ノ宮駅の半径 500ｍのエリアを対象とした将来像を発表しました。
それによりますと六つの駅を行き来しやすくし、市民や観光客がくつろげる広場を拡大する方向性なのだ
とか。神戸市は観光都市であり、ラグビーのワールドカップの会場にも決まったことですから、この神戸
市の方向性は大変歓迎できるのではないでしょうか。東京や大阪と違った「居心地が良く、ホッと出来る
街」が神戸の生命線になって行くはずです。官にお任せできる部分は官にお任せして、私達は官にだけ頼
るのではなく、私達なりの「居心地の良い街」をこれからも目指して行きましょう。
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★戦後７０年 沖縄全戦没者追悼式 沖縄慰霊の日
太平洋戦争から 70 年、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
て午前 11 時 50 分から開催されました。沖縄の戦争の歴史を知っていく
ことは、「神戸夢・未来号・沖縄」プロジェクトを推進していくうえで、
とても重要な意味を持つものであり、毎年メンバーが交代で追悼式に参
列しております。今年も神戸の街衆からは久利会長他 7 名が参列しまし
た。また、安倍首相をはじめ大島衆議院議長、山崎参議院議長ら政府関
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、沖縄県立与勝高等学校 3 年生の知念 捷（まさる）君が、
「みるく世
（ゆ）がやゆら」という詩を朗読しました。詩では、祖父の姉（大おば）
と、戦死して遺骨が見つかっていない大おばの夫を描いており、「今は平
和でしょうか」を意味する沖縄の島言葉「みるく世（ゆ）がやゆら」の問
い掛けを繰り返し、平和に対する思いを改めて考えて欲しいとの願いが込
められています。「みるく世の素晴らしさを、未来へと繋ぐ」と詩を結ぶ
「みるく世の素晴らしさを、未来へと繋ぐ」
と、会場からは盛大な拍手が起こりました。厳粛な追悼式の後に島守の搭
を参拝しました。これからも沖縄の方々との交流を通じ、彼の地の歴史・伝統・文化もシッカリ勉強して
行きたいと思います。

★琉球(
★琉球(沖縄)
沖縄)とアジア交流講演会
7 月 8 日センタープラザにて KOBE 三宮・ひと街創り協議会・ファースト合同の定例勉強会が行われました。
今回の講師は琉球大学名誉教授高良倉吉様をお招きしました。
“琉球(沖縄)
とアジア 交流“というテーマで講演して頂きました。高良様は沖縄県の前
副知事を務められ、ＮＨＫ大河ドラマ“琉球の風”監修やＮＨＫ時代劇“テ
ンペスト”の時代考証をされております。琉球王国と関わりのある様々な
国を訪れて研究をされており、沖縄の意外な過去を講義していただきまし
た。古くから首里城を中心としてアジアと貿易を行っていた琉球王国が誕
生したのが 1429 年です。それ以前には日本とも一定の交流が存在していた
そうです。日本全体としては室町幕府時代にあたり、早くから中国や遠くはタイ、カンボジア、マレーシ
ア、インドネシアまで貿易を行っていた様です。明治維新以後沖縄県となり首里城を明け渡して近代沖縄
になり、沖縄戦、アメリカ統治時代を経て現在の沖縄に至るまでの歴史を語って頂きました。現在はアジ
ア交流がパワーアップして、ANA が各地の特産物をヤマト運輸とコラボして香港や北京に輸送する事業が
始まっているそうです。アジアに最も近い沖縄で若い人が IT ビジネスを起業したりと、更なる発展をと
げています。貴重なお話を聞かせて頂き、大変参考になりました。深く御礼申し上げます。

★生田神社大海夏祭！！8 月 3 日（月）・4 日（火）・5 日（水）と三日間、生田神社で恒例の大海夏
祭が行われます。のど自慢大会やゲスト歌手奉納ライブ、福引、夜店など盛りだくさんのお楽しみが一杯

です。アルコールに強い方向けには三日間前売り券がお得な生田神社会館ビールまつりも開催されます。
3 日の 19 時 25 分には熊本県出身のゆるキャラ「くまもん」も応援に駆け付けます。この暑さをブッ飛ば
すには最適なイベントに是非参加してみて下さい。詳しい情報は生田神社のホームページを検索して下さ
いね！ 生田神社ホームページ： www.ikutajinja.or.jp/
Tel.078-321-3851

★近つ飛鳥博物館 春季特別展を観てきました
大阪府立近つ飛鳥博物館を訪ねました。大和の飛鳥（遠つ飛鳥）と区別してこの博物館が在る場所は多く
の古墳が集中することでも知られています。安藤忠雄さんの代表作の一つに挙げら
れる建物は入口となるエントランスから圧倒的な存在感を示します。ちょうど春季
特別展として古代出雲とヤマト王権展が開催されており、平成 26 年 5 月に街の人
達で訪ねた神原神社古墳からは景初三年の銘を持つ三角縁神獣鏡（重要文化財）や
荒神谷遺跡の銅剣・矛（国宝）
、加茂岩倉遺跡の銅鐸（国宝）等々も出品され、こ
こ 30 年間に大きな進展をみせた古代出雲との関係の研究成果が示されていました。
常設展にも大きな石棺等の運搬に使用された超特大の木製品「修羅」等が展示され、
古代の日本の姿がグッと身近に迫ってきます。お勧めの博物館です。
大阪府立近つ飛鳥博物館：大阪府南河内郡河南町東山 299 Tel:0721-93-8321
詳しくは「大阪府立近つ飛鳥博物館」で御検索下さい。

★新店舗紹介
“FRAU
FRAU KOBE”
は 4 人の女性デザイナーが立ち上げた、神戸生まれのフレッシュな
KOBE
ジュエリーブランドです。
今年設立 4 周年を迎え、ついに念願のセンター街にリニューアルオープン！！ 4
階建てのメゾンはブランドコンセプトの「クラシック＆スイート
「クラシック＆スイート」を体現した、可
「クラシック＆スイート
憐な外観です。1F はお仕事や普段使いにもぴったりなジュエリーやアクセサリー。
2F は花嫁さんのためのブライダルジュエリー、3F・4F はジュエリーのデザインオ
フィースとアトリエになっており、あなただけのオーダーやリフォームも可能です。
楽しい気分になったり、自信が湧いてきたり、悲しい時は慰めてくれる、そんな何気ない日常に、そっと
寄り添うジュエリーを皆様にお届けいたします。
￭公式 SNS で FRAU の最新情報をいち早くＧＥＴ！！
Tel:078-599-5061
営業時間：11:00～20:00
火曜定休
HP: http://frau-kobe.com/
“GALLERY
GALLERY RARE 神戸三宮店”
は東京・大阪でお馴染みのブランドリサイクル業界
神戸三宮店
の老舗で、ブランド品・時計・ジュエリー等の高価買取、最安値店です。海外マー
ケットの拡大に伴い、ブランド品や腕時計、ジュエリー等の相場が高騰しています。
古いものでも「あっ！高い！」と言って頂ける買取査定額を御案内いたします。ま
た、お探しのブランド品があれば、お取り寄せして直接ご覧頂くことも可能です。
相場のご相談だけでも大歓迎です。是非一度お立ち寄りください！
Tel:078-381-8760
営業時間：11:00～19:30 水曜定休 店長： 和田隆志

★編集後記
今年は戦後 70 年の年になりますね。私事で大変恐縮ですが機会があり、何かと物議を醸している靖国神
社に参拝に行ってきました。普段は何も意識はしていないのですが、本殿の前に立ち、ここに眠る多くの
御霊を想うと、やはり胸にこみ上げて来るものがありました。同じく
沖縄戦での犠牲者への追悼や現在も続く沖縄の苦しみもやはり現地に
赴き、そこの空気に触れないとなかなか実感できるものではないのか
もしれません。今夏、沖縄を観光される機会のある方は、大いに楽し
んで頂いて、でも沖縄の平和祈念公園にも足を運んで頂いて、どうぞ
沖縄のもう一面を感じて下さい。
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★街ぐるみの夏の献血運動！
！
★街ぐるみの夏の献血運動
8 月 7 日（金）に三宮センター街において、恒例の夏季献血推進運動が実地されました。1998 年から年２
回行っているこのイベント、今年は猛暑のため全国的にも献血者が減少してお
り、血液の確保に相当苦戦を強いられているのが現状です。特に若い方の献血
者が減少しており、この 10 年で 10 代の献血者が約半分になっています。この
ままの状態が続くと 15 年後の 2027 年には献血者約 100 万人の血液が不足する
との推計があります。この状況に街としても危機感を感じ、毎年街ぐるみで献
血活動推進運動に協力しているわけです。当日はやはり酷暑で、ザ・ファース
トのメンバーと組合員の皆さんが汗をかきながら通行される方々に丁寧に献血のお願いをしました。その
結果、当日の受付人数 54 人、実際に献血していただいた人数 43 人でした。400ｍｌ献血や成分献血は既
に世界各地で広く安全に行われており、健康や日常生活には何の差しさわりもありません。献血運動に参
加された方々に御礼申し上げるとともに、皆様の御協力をこれからも是非お願いいたします。
TEL:078-391-7070
http://www.hyogo.bc.jrc.or.jp/
★三宮センタープラザ献血ルーム

★KOBE 三宮・ひと街創り協議会、ザ・ファースト合同納涼会
8 月 11 日（火）の 6 時からトアロードの中国レストラン「悠苑」にて、KOBE 三宮・ひと街創り協議会
とザ・ファーストの合同納涼会が開かれました。街創りの意見交換や、メンバー
全員の労苦を労って楽しい宴となりました。久利会
長の御挨拶で始まり、その中で先般来協力をお願い
し無事にアメリカでの心臓移植手術に成功した沖縄
の松島良生君のその後の様子も報告されました。松
島君は現在、家族 5 人でアメリカに於いてリハビリ
に励んでおり、術後の回復力が一般的なケースと比べて早く、コロンビア大
学の了解が取れれば 8 月の後半には帰国することができるのだそうです。本
当に嬉しいニュースですね。その後、ジュンク堂、工藤社長の発声による乾杯には関連記事にもある「シ
ークワーサーワイン」を楽しみました。フルーティーで香りも良くつい杯を重ねてしまいました。美味し
い食事と楽しい会話の後に株式会社神戸新聞会館社長の織戸様の挨拶の言葉で散会となりました。御参加
の皆様ありがとうございました。

★神戸みのりの公社様より「夢・未来号」に御寄附を頂きました！
神戸ワインで有名な財団法人「神戸みのりの公社」様は以前から「神戸ルミナリエ」などにもその売上げ
の一部を積極的に御寄附なさっていましたが、今回発売になった新商品「シ
「シ
ークワーサーワイン」
ーサーワイン」の売上の一部が市内の児童施設の子供さんを沖縄に毎
ークワ
ーサーワイン」
夢・未来号・沖縄」を主催す
年案内しているプロジェクト「笑顔と感動
「笑顔と感動 KOBE 夢・未来号・沖縄」
る「
三宮・ひと街創り協議会」
街創り協議会」に寄付されることになりました。公的な
「KOBE 三宮・ひと
街創り協議会」
補助金等をいただかず、神戸の街衆からの浄財のみでこのプロジェクトは運
営されており、しかもこの熱い志は毎年拡がっています。そして今回の「神
「夢・未来号」のため有効に使わ
戸みのり公社」様からの御寄附へと繋がっています。来年第 8 回となる「夢・未来号」
「夢・未来号」

せて頂きます。本当に有難うございます。皆様も是非、この「シークワーサーワイン」は美味ですので、
お試しください！！
希望小売価格 1,512 円（税込）
問合わせ先 神戸みのりの公社
TEL:078-991-3911
www.kobewinery.or.jp

★ブックオフさんが 2 丁目事務所に挨拶に来られました
2 丁目のグレースコウベビルで営業をされているブックオフを展開する株
式会社ブックレットの芦田事業長と今村係長がこの暑い最中を三宮センタ
ー街 2 丁目事務所に立ち寄られ、日頃のお互いの協力関係を再確認し、和
やかな雰囲気の中、会話が弾みました。ブックオフさんは 2 丁目のアーケ
ードに掛かっている大きな宣伝看板にもスポンサー契約を頂いています。
この暑い夏を乗り切れば「読書の秋」がやって来ます。組合員の皆様にお
かれましても、どうぞブックオフさんをさらにご活用下さい！！
TEL:078-445-1446
★BOOKOFF 三宮センター街店

★神戸海上花火大会！
8 月 8 日（土）に行われた恒例の神戸海上花火大会に行ってきました。私達の街もこの大会の協賛サポー
ターになっています。19 時 30 分から始まった打ち上げですが、今年のテ
ーマは 5 部で形成されていて、オシャレナ神戸のデートを楽しむ二人を表
現した「ナイトクルージング」
「ナイトクルージング や恋人へのプレゼントをテーマにした「For
you」といった神戸にとっても良く似合うロマンティックな趣向もありま
you
した。又「戦後
「戦後 70 年平和の花火「白菊」/
年平和の花火「白菊」/震災 20 年企画」として、三発
年企画」
の「白菊」と名付けられた大玉が打ち上
げられました。もちろん花火の迫力は噂
に違わぬ大迫力で建物に反響する音も想像以上で少し驚いてしまいま
した。平和な国、日本でこうして花火を楽しめる環境に感謝しつつ家路
につきました。今年の花火を惜しくも見逃された方々も、来年は是非
素晴らしい真夏のエンターテイメントをお楽しみ下さい！

★冬の風物詩、クリスマス装飾の検討始まる！
こんなに暑い日が続く毎日ですが、2 丁目の企画部員による 2 丁目の東西入り口のアーケードに掛けるク
リスマス装飾の検討会が早くも始まっています。華やかな装飾になる様に今年
は「Merry Xmas」のサインを内照式にすることも案に浮かんでおり、通行され
る方々の目を少しでも引きつけることができればと試行錯誤しています。LED
クリスタルグローボール、LED ネットライトロングや LED カーテンといった毎
年進化している照明アイテムもフル活用する予定です。素敵な装飾を考えてい
ますのでどうぞご期待下さい。
掲示期間予定 11 月 1 日（日）～12 月 25 日（金）

★編集後記
「今年の夏は異常に暑いね」というのが、
夏の御挨拶みたいになっていますね。
そしてやはり今年も暑い！この暑さの中を本編の記事でも取り上げましたが、
三宮は長年に亘って街ぐるみで献血推進活動を応援してきました。そしてこの
度、日本赤十字社と兵庫県の健康福祉部から合同で 8 月 31 日（月）に感謝状
の贈呈を受けることになりました。具体的には兵庫県公館において厚生労働大
臣表彰状・感謝状伝達及び日本赤十字社有功章等の伝達が行われます。このこ
街衆が日頃頑張ってきた事が評価され、嬉しい
とは大変光栄なことであり、街衆
街衆
限りであります。夏場は献血には大変厳しい季節ですが、事故や病気は待ってはくれません。
「人に優し
い街」を目指して、これからも皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
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★神戸ビエンナー22015 開幕！！
★神戸ビエンナー
今年のタイムス 4 月号でもお知らせしましたが、
「港で出会う芸術祭 神戸ビエンナーレ 2015」がいよ
いよ今月 19 日（土）に開幕しました。
「神戸に芸術文化の力を結集し
て、さらなる振興を図るとともに、街の賑わいづくりや活性化につな
げる、2 年に 1 度の芸術文化の祭典」、それがビエンナーレです。主
会場は東遊園地・フラワーロード・メリケンパーク・ハーバーランド・
元町高架下・ミュージアムロード等々です。日本の伝統的な「しつら
い」を自由な発想で表現した「しつらいアート国際展」や「創作玩具
国際展」など 4 つのコンペティションの入賞作品をはじめ、見所満載のメリケンパーク会場、東遊園地
では「巨大コンテナにアートの小宇宙」と題した神戸ビエンナーレを代表するコンペティションの「ア
ートインコンテナ国際展」など内容豊富でとても限られた紙面
ではご紹介できないぐらい盛りだくさんのアート三昧な祭典で
す。チケットが必要な会場と不必要な会場とがあり、お得なチ
ケットも各種発売されています。詳しい情報はフェイスブック
やツイッターでも発信していますので「神戸ビエンナーレ」
「神戸ビエンナーレ」で
「神戸ビエンナーレ」
検索してみてください。
問い合わせ： 神戸ビエンナーレ組織委員会事務局 Tel:078-322-6490
神戸市総合コールセンター（会期中のみ） Tel:078-333-3330

★温かなご好意に感謝状をお贈りしました
「第 1 回 KOBE 夢・未来号・沖縄」で沖縄を訪問した子供さん達が、早くも今年 18 歳を迎えました。その
記念に晴れ着にヘアメイクをして記念撮影でお祝いをしようという「輝ける君に
「輝ける君に！
「輝ける君に
！
015」
門出の写真プロジェクト 2015
」の第１回が今年の 2 月 22 日に行われました。若者達
はこれ以上ないという素敵な笑顔を美しい晴れ着に包み、またかっこいいイケメン
となって写真に収まりました。そしてこれらの写真はアルバムで子供さん達一人一
人に贈られました。このプロジェクトの趣旨に賛同し、多大な御協力を頂いたウエ
ディングサロン イノウエ、神戸ベルエベル美容専門学校、兵庫県写真材料商協同
組合の皆様に、久利計一 KOBE 三宮・ひと街創り協議会会長から感謝状が贈られまし
た。改めて、次の時代を担う若者達に寄せる御協賛下さった皆様からの温かい眼差
しに感謝いたします。

★POB 事務所が移転しました
私達の街の安全・安心に多大なる貢献を果たして頂いている P・O・B 危機管理株式会社がこの
9 月１日（火）
危機管理株式会社
から、その事務所をセンタープラザ西館 5 階に移転しました。この移転により街の中で問題があった場合
の対処にさらに迅速性が期待され、私達の安心感もさらに大きくなります。新事務所の住所と電話番号は
下記の様になりますので、しっかりとご登録をお願いいたします。P・O・B の皆様、これからもよろしく
お願いいたします。 P・O・B 新事務所 〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2 丁目 11 番 1-507 号 センタ
Tel:078-332-2550
Fax:078-332-2551
ープラザ西館 5 階

★生田神社秋季大祭薪能
平成 27 年 9 月 19 日午後 6 時より生田神社の境内で第 40 回生田薪能が行
われました。生田神社の秋季大祭行事の初日を飾る古式祭です。生田神
社は春夏秋冬様々なお祭りを行っています。秋祭り期間は芸術・文化の
神事が行われます。境内に特設舞台が設置されて、薪能や武道など多く
の催しがあります。猛暑の今夏でしたが幸い秋の風情が感じられて鑑賞
するのにとてもいい気候でした。生田神社の六車宮司の御挨拶後、狂言
狂言
“仏師”と能“杜若”が奉納されました。狂言は笑の能と言われるそうです。能の間に行われる時もあり
“仏師”と能“杜若”
言い回しは昔の言葉ながら、思わず笑みがこぼれてしまいます。それでいて、その中に深い人間関係など
があり、とても為になる演目です。狂言の後、日も落ちてきて火入れ式が行われました。今回の御奉仕さ
れる方々は 2 名で、佐伯邦治様と白石勝士様でした。能舞台の前に松明を持って火が点灯されました。幽
玄な雰囲気の中で能“杜若”
能“杜若”が奉納されました。お能は武士のたしなみとも言われ、ゆったりとした優雅
能“杜若”
な動きの中に喜怒哀楽を表現しています。風流な世界を見せて頂き、とても豊かな気持ちになって帰りま
した。生田神社では他に様々な催しを行っています。一度訪ねてみては如何でしょうか。

★名古屋市美術館
この美術館はパリで活躍した萩須高徳や 1920 年代メキシコに渡り、帰国後、名古屋に
活動拠点を於いた北川民次の影響が色濃く反映されている美術館です。それはローラ
ンサン、藤田、モジリアーニ等のエコールドパリとメキシコのオロスコ、リベラ、シ
ケイロス等のコレクションの充実ぶりからも伺えます。戦後 70 年の今年、各地の美術
館で関連した企画展が開かれていますが、この美術館でも 7 月 18 日から 9 月 23 日ま
で「画家たちと戦争」展が開催されました。松本竣介「立てる像」
、藤田嗣治「シンガ
ポール最後の日」、宮本三郎「山下・パーシバル両司令官会見図」の名画と共に、1959
年の北川民次の「いなごの群れ」はまさに今問題になっている沖縄での米軍による住
民への弾圧と土地の強制接収が芸術家の良心として痛切に描き出しています。

★新店舗紹介 楽天モバイル 神戸三宮店オープン！
“楽天モバイル神戸三宮店” は心斎橋店・仙台駅前店に次ぐ、楽天モバイル専門シ
ョップの 3 号店です。毎月のお支払いは 1600 円から！つながるエリアはドコモと
同じ。楽天スーパーポイントがたまる！使える！格安 SIM となると不安がある…
という方もスタッフから直接「楽天モバイル」が提供する端末やサービスに関する
説明を受けたり、申し込みをしたりすることが出来るほか、店内に展示された端末
を気軽に手に取って自由に試すことも可能です。携帯ナンバーポータビリティー
（MNP）の手続きにも即日対応いたします！是非一度お立ち寄りください！
楽天モバイル 営業時間：10:00~21:00（受付は 20:00 まで）
℡:078-381-7737 定休日 元旦
http://mobile.rakuten.co.jp/

編集後記
関東での水害、本当に大惨事になってしまいました。浸水地域は約 32 平方キロで、約 6500 棟の住宅があ
り、多数の家屋が流失しました。決壊した鬼怒川の堤防は 10 年に 1 度起きると想定される洪水に対応で
きないとされ、改修が計画されていたそうです。しかしながら改修のタイミングが遅れてしまい、甚大な
人的、経済的な被害が起こってしまう結果になりました。10 年に 1 度、30 年に 1 度と言っても、災害の
発生時期は予想できませんし、明日かもしれません。やはり「スピード」
「スピード」が大事なのでしょう。街の安全・
「スピード」
防災に対してもやはり、この「スピード」
「スピード」が重要になります。雨の日のマット敷設といった小さな事柄か
「スピード」
ら、P.O.B による日頃のパトロールも、常におこるかもしれない事件・事故に対し安心安全を守る為に 365
日、継続されています。これからも街の運営には「スピード」
「スピード」と小さな事件、出来事も見逃さないという
「スピード」
心構えを大事にして参ります。
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★世界遺産、高野山に行ってきました！
★世界遺産、
高野山に行ってきました！
弘法大師空海が開かれた「真言密教の聖地」
「真言密教の聖地」、高野山が、開創
1200 年という悠久の歴史の一つの節目を迎
弘法大師空海
、高野山
えています。高野山は和歌山県北東部に位置しますが、山の名前ではなく、東西 5 ㎞、
南北 3 ㎞もある、まさに天空（標高 900ｍ！）の町を指します。その中で最も有名な
のが高野山真言宗の総本山である「金剛峯寺」
「金剛峯寺」（コンゴウブジ）ですが、その他 117
もある寺院の中で、今回は金剛三昧院
金剛三昧院（コンゴウサンマイイン）を参詣して来ました。
三昧院は建暦元年（西暦 1211 年）、鎌倉幕府初代将軍源頼朝公の菩提を弔うために、
頼朝の妻北条政子により、創建されました。
そして現在そのご長老で今年の二月に高野山真言宗の最高位である金剛峯寺新法印
高野山真言宗の最高位である金剛峯寺新法印に
高野山真言宗の最高位である金剛峯寺新法印
ご就任された久利康彰大僧正がなんと、私達の街の久利理事長の御親戚に当たられま
す！（お写真は久利大僧正の御子息、久利康暢住職）世界遺産登録寺院
世界遺産登録寺院であるこの三昧院には国宝である
世界遺産登録寺院
写真の「多宝塔」
「多宝塔」（11 月 1 日まで内部の重要文化財である五智如来を特別拝観中）
をはじめ国の重要文化財指定の建築、彫刻、絵画、工芸が数多くあり、この中で、
日々精進を重ねて行くのは並大抵の心遣いでは足りないだろうなと用意に想像が
つきます。その中で、本堂にあり、本尊である源頼朝の等身大の念持仏、愛染明
王（伝運慶作）の御前で特別に拝ませて頂きました。愛染明王は憤怒の相という
怒ったようなお顔ながら、その心は愛で溢れておられるそうで、心が本当に落ち
着き、温かい気持ちになりました。その他にも樹齢 500 年
以上の六本杉などもあり、深い歴史の流れに想いを馳せる
大事な体験となりました。もっとお伝えしたい事柄がある
のですが、とてもこの紙面では不可能です。一つ余談になるかもしれませんが、高
野山では宿坊（
宿坊（しゅくぼう）
しゅくぼう）と言って宿泊が出来たり、精進料理が気軽に楽しめる
宿坊（
しゅくぼう）
寺院がたくさんあり、金剛三昧院もその一つです。そしてお料理のレベルも高く、
家庭ではとても味わえないものです。他に有名な「みろく石」
「みろく石」という銘菓や、記者
「みろく石」
も口にしてその美味しさに感激した「やきもち」
「胡麻豆腐」など秋の食欲を十二
「やきもち」、
「胡麻豆腐」
分に満足させてくれる食べ物が一杯です。「高野山はお寺だけでしょう！？」とい
った先入観を持たれておられる方もそれを忘れて、どうぞお気軽に高野山での秋の一日をお楽しみ下さ
い！！ 金剛三昧院 Tel : 0736-56-3838
※車で行かれる方には途中に最高のお勧めの食事処があります。両店とも最高の味を出していて、感激し
Tel:0736-75-5553
ました！
手打ちそば処粋庵（〒649-6621 紀の川市名手西野 363 ）
釜飯のつくも食堂（〒648-0211 伊都郡高野町高野山 243 ） Tel:0736-56-2212

★三宮
三宮センター街
沖縄！
！10 月 14 日（水）二泊三日の旅程で、秋晴れの神戸空港
センター街 2 丁目懇親旅行 沖縄
から飛びたった航空機は定刻通り、那覇空港経由で石垣空港へ到着しまし
た。石垣島では、鍾乳洞、グラスボートによる川平湾の海底見学で島の自
然を楽しんだ後、ホテルへチェックインし、
「舟蔵の里」で八重山料理に舌
鼓を打ちました。
「舟蔵の里」のおかみさんが学生の頃、神戸港から沖縄へ
戻る途中に、海が荒れ、船が出港できずに困っていたとき、親切な神戸の
方に助けられたそうです。2 丁目の久利理事長が数年前に、おかみさんと

美術品が縁で話をされた時に、その神戸の親切な方が、時雨庵の宮本さんであるとわかりました。沖縄と
神戸を結ぶ「人の縁」ですね。2 日目は、ブルーシールの本社でアイスクリームをごちそうになった後、
沖縄の経済発展の象徴とも言える「イオンモール・沖縄ライカム」を見学し、商業者
として、それぞれ勉強いたしました。3 日目は「美ら海水族館」見学、
「国際通り」で
自由散策、ショッピングを楽しみました。「国際通り」は文字通り、東南アジアから
の観光客で賑わいをみせておりました。三日間の旅行で感じたことは、
「人の縁」、
「発
展する沖縄経済」です。軍事拠点としてではなく、東アジアの経済発展の拠点として、
米軍基地依存を脱し、平和の島を目指す沖縄から目が離せません。最後になりました
が、旅行に参加の皆様、楽しいガイドの「うたばす」の山城様、3 日間同行してお世
話して下さった、ANA の坂田様、セントラルツアーズの不破様に感謝申し上げます。

★芸術の秋、食欲の秋、デートの秋 神戸ビエンナーレ×
神戸ビエンナーレ×date.KOBE
date.KOBE オリジナルマップ完成
date.KOBE は、デートの想い出(=デートログ)を募集、発信することで神戸の魅力を再編集しようというプ
ロジェクトです。あらたにデートの想い出をたくさん作ってもらおうと、11 月 23
日まで開催中の神戸ビエンナーレの案内マップができあがりました。マップには
これまで募集したデートログや、期間限定のデートメニューを紹介した
date.KOBE×FOOD のページなど秋の神戸を楽しむのにぴったりの内容になってい
ます。マップは神戸ビエンナーレの会場や阪神電鉄 神戸三宮駅のほか、三宮セン
ター街 2 丁目各店にも置いています。ぜひマップを手にステキなデートを楽しん
でください。
Facebook
date.KOBE 公式サイト： http://datekobe.net/ Fa
cebook やツイッターでもデートログ発信中！

★新店舗紹介 bonus 三宮店オープン！
とってもカラフルで素敵なお店が私達の街に誕生しました。秋の装いの仕上げに必要不可欠なバッグ・ハ
ット・腕時計など絶対に外せないアイテムばかりのお店です。オープンに際しての
メッセージをお預りしておりますのでご紹介します。
「大阪・難波で大人気だった店舗が三宮でリニューアルオープン！！ オープニン
グセールにつき、人気のファッション腕時計をなんと
グセール
\1,000（税抜）でご提供！ メンズ・レディース各種取
り揃えております。プレゼントにも喜ばれますよ！！
他にもトレンドの新作バックや「bonus」オリジナルバ
ック、オールシーズン使って頂けるファッションアイテ
ムも多数ご用意（税抜 \1,000～）しています。通勤・
通学にお勧めの大人気トートバック
大人気トートバックも各種揃えての御案内です。オープニングセールにつき、大変お安く
大人気トートバック
なっておりますので、売り切れ続出！！！ この機会に是非ご来店お待ちしております
この機会に是非ご来店お待ちしております」とのことです。
素敵なスタッフの笑顔が貴女を出迎えてくれますよ！是非一度お立ち寄り下さい！！
bonus 三宮店
営業時間：11:00～20:00
Tel.078-599-8996
原則定休日はなし

★編集後記
日本代表ラグビーチームがやってくれましたね！「涙なしでは観れない」
ファイトに心から敬意を表します。1995 年の南アフリカ大会では「ブル
ームフォンテーンの悲劇」と称される対ニュージランド戦を 145-17 で惨
敗し、その歴史からは考えられぬ大躍進でした。強い意志と絶え間ない努
力が日本のラグビー史を変えたのでしょう。本当におめでとうございます。
これからの街創りでも是非この姿勢を学びたいものですし、不可能に思え
る事柄でも本当に「決意」すれば限りなく可能性が高まるという素晴らしい手本ですね。
2019 年に行われる日本大会では神戸のノエビアスタジアムが使用されます。世界中から来神されるラグ
ビーファンに気持ちよく私達の街も楽しんでもらえる様に、皆様も頑張っていきましょう！！

The 2 Chome Times

平成２７年１１月号

NO1 のプレミアムストリートをめざして

ＮＯ２１０．
２０１５・１１・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丁目タイムス１１月号

編集：企画・商業振興部、編集長：芹澤邦明
http://www.centergai2.com Ｅ-mail:centergai2@nifty.com

★神戸ぐるっとまわってポン！？内容を一新して開催します
今年で 4 回目を迎える神戸ぐるっとまわってポン!?タイトルはもうおなじみでしょう
か？これまで三宮センター街発着で神戸の各地を 1 日でめぐるという内容で開催して
きましたが、今年は話題の「ナゾ解きゲーム」 を楽しんでもらいながら三宮・元町
エリアの魅力を知ってもらうイベントとして 11/21～12/6 に開催。回答者に抽選で神
戸牛や 2 丁目のオリジナル神戸ワインが当たります。詳しい内容が決まり次第、公式
サイトや公式 Facebook ページでお知らせされます。どんなナゾが待ち受けているの
か、今から楽しみです。
神戸ぐるっとまわってポン公式サイト： http://gurumawapon.kobe-sc.jp/

昨年のようす

★大野先生の作品を観てきました
先日大阪難波高島屋の美術展に行って参りました。私事で申し訳ありませんが、難波高島屋さんと言えば、
約 30 年前 3 年間程、取引業者の一人としてお世話になっ
ていましたが、その素晴らしい変わり様にちょっと驚いた
りしていました。今回の美術展は日本画では代表的な画家、
大野俊明氏の展覧会です。
生粋の京都人の大野先生は京都
市立芸術大学の教授を務められ、数々の賞も受けられ日本
画を代表されるお一人です。その作風はとても優しい色遣
いにもかかわらず、なんとも言えない迫力があり感心いたしました。実は先生の作
品が 2 丁目事務所に４作品展示してあります。先生の作品の素晴らしさを直に感じ
ることが出来ますので、是非一度 2 丁目事務所でご覧ください。
当日はお忙しい中、先生直々にお目にかかり歓談させて頂き、恐縮至極でありました。帰り際に御丁寧に
図録を頂き２丁目事務所に保存しています。皆様どうぞ一度ご覧になってください。ちなみに大野先生は
久利理事長とは御親戚です。11 月 25 日（水）から 12 月 1 日（火）までは横浜高島屋 7 階美術画廊で行っ
ておりますので、チャンスのある方は作品を観賞してみられてはと思います。今後の先生のご活躍をお祈
り申し上げております。
（写真の 2 作品は現在 2 丁目事務所に展示してあります）

★KOBE パンのまち散歩
神戸と言えば「パン」と言う程パンで有名ですよね。神戸とパンの歴史は古く、開
港の翌年の明治 2 年以降、居留地には多くの外国人が住み、食事としてパンが売ら
れるようになっていきました。その神戸の街で 11 月 1 日から 30 日まで、残り日数
が少なくなりましたが、
「KOBE パンのまち散歩」と言うイベントが行われています。
「KOBE パンのまち散歩」MAP を神戸市内の有名パン店 46 店舗で提示して頂き、パ
ンを購入して頂くと、ディスカウントやプレゼントの特典があります（勿論私達の
街のドンクさんも参加されています）
。さらにお得な「KOBE パンのまち散歩」クイズラリーも開催されて
おり、クイズやアンケートに答えて FAX、E メールにて応募して頂くと KOBE パンマスター賞や W チャンス
賞が当たります。それ以外にも 28 日（土）と 30 日にはイベントも予定されていますので、お時間の許さ
れる方は参加されてみてください。
（詳しくは KOBE パンのまち散歩で検索）是非皆様もこのイベントをお
楽しみ下さい。 お問い合わせ：ドンク本店 Tel:078-391-5481

★龍野「沖縄慰霊塔」を参拝して
毎年 6 月に沖縄県糸満市の摩文仁の丘で開催される沖縄戦没者慰霊祭には三宮の街衆も参加して、戦没者
の御霊に想いを馳せてきました。沖縄では多くの県民が戦禍の犠牲になったわけで
すが、一方本土各地からも将兵が沖縄に出征し、帰らぬ人となりました。戦後、沖
縄は米国の統治下に置かれたため、遺族の慰霊のための訪問も今ほど簡単ではなく、
出征者の地元に慰霊のための碑が建立され、そこで慰霊祭が行われてきました。そ
のような慰霊碑の一つに龍野・笹山の沖縄慰霊塔があります。先日、神戸出身の最
後の官選沖縄県知事である島田叡氏の事跡顕彰碑の建立に尽力された元沖縄県副知
事の嘉数昇明氏が参拝されました（10 月 23 日付け神戸新聞）。神戸の街衆としても
嘉数氏の想いに応えるべく、久利理事長はじめ数人で件の慰霊塔を参拝してきまし
た。里山の中の開けた場所にそれは祭られており、地元の方が、丁寧にお世話をされていることを知り感
銘を受けました。そして、戦没者の遺族の方々の悲しみの深さに心打たれるとともに、改めて沖縄と神戸・
兵庫の絆を感じ、平和への誓いを新たに致しました。

★新店舗紹介 じゃんぱら オープン
昨今の IT 事情から、私達の生活にはなくてはならない端末機器類ですが、そんな私達の強い味方になっ
てもらえるお店がオープンいたしました。それが「じゃんぱら」さんです。オープ
ンに際してメッセージをお預りしておりますのでご紹介をします。
「三宮駅西口改札口前や八幡通りで永らく営業していましたが、この度、センター
街にも新しくオープンすることになりました。神戸・三宮エリアでは 3 店舗目の出
店です！！『じゃんぱら』は東京・秋葉原を中心に北は札幌から南は熊本まで全国
37 店舗を展開し、パソコン・携帯電話・スマートフォンなどをはじめとしたデジ
タル家電の買い取りと販売を行っております。百聞は
一見にしかずと言います。11 月 20 日（金）からオー
プニングセールを開催しておりますので、お近くを通
行される際は是非一度お立ち寄り下さい。店長はじめスタッフ一同、皆様の
お越しを心よりお待ちしております」とのことです。
機器の買い取り時には中に残されている情報を全て消し去ることも可能だ
そうで、売る側も安心ですよね。個人情報の保全が重要な現在では本当に必
要なお店ではないでしょうか！
じゃんぱら三宮センター街店 〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2-10-27 店長 平山優壱
Tel:078-392-5686 営業時間：11:00~20:00 年中無休（年末年始除く）

★KOBE SANNNOMIYA CARD のサービスが拡充されました！
イオンカードと三宮の街が提携して発行しているクレジットカードの「KOBE SANNOMIYA CARD」のご利用
特典がさらに拡充されました。カードを三宮 HATENA に駐車券と共に御呈示して頂くと、1 時間無料でセン
タープラザ駐車場をご利用になれます。さらに三宮センター街でのご利用が
2,000 円以上で、2 時間無料になります。つまり上記サービスと合わせると合
計 3 時間無料でセンタープラザ駐車場がご利用になれるというファンタスティ
ックなサービスです！それ以外にも毎月 10 日はときめき W ポイントデー！で
ポイント 2 倍。ポイントはご利用 200 円ごとに 1 ポイントたまり、1,000 円ポ
イントから素敵な商品に交換できます。
これはもうこのカードを持って三宮センター街で爆買い(?)しかないですね！ ちなみにこのカードのデ
ザインは神戸の九区の花を伝統的な花丸紋として前記大野俊明先生が制作されました。

★編集後記
記事の中でも触れましたが、龍野・笹山に沖縄慰霊塔があることは記者自身、恥ずかしながら知りません
でした。アメリカ占領下、沖縄での慰霊が困難で残された家族や関係者の心痛はいかばかりだったでしょ
う。現在の平和は多くの方々の犠牲の上に成り立っているのだと改めて感じました。
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★没後 20 年 ルーシー・リー展を観て考える
私達の街のストリートミュージアムの設置第 1 号は「讃
「讃太陽」
1980
「讃太陽」像ですが、その作者の桑原巨守先生が
太陽」
年に創られた「姉妹」が迎えてくれる姫路市立美術館で 10 月 31 日～12
月 24 日まで、ウィーンで生まれ、ナチスドイツの迫害からイギリスに活
動の場を移した 20 世紀を代表する陶芸家ルーシ
ルーシ・リ
ルーシ
・リ
ー（1902～1995）の回顧展が開かれていました。彼
女のアシスタントとして制作に携わり、後に革新的
な作品を発表し続けたハンス・コパーもユダヤ系で
あるが故に、亡命してイギリスに渡って来ました。又、彼女のボタンも多く展示され
ていて、これらの作品も異彩を放っています。私達の
街に作品が収蔵されている大嶺實清先生とコラボレー
ションをされるデザイナーの三宅一生さんが、そのボ
タン類をコレクションに採り入れておられ、大きな関
心が寄せられています。リーとコパーの出会いやボタン作品制作の動機が、
美の対極にある戦争によって生じた事を思い、人生の不思議さ、皮肉さも
感じた展覧会でした。

★インフルエンザの予防接種をお早めに！
今年もセンター街 2 丁目振興組合では組合員の皆様に 1 店舗 3 名様までのインフルエンザワクチンの接種
を推奨・実施しています（4 人以上は組合に相談して下さい）。勿論、そのための料金は
必要ではなく、年末・年始にスタッフの方々に健康で業務に励んで頂くことが重要だと
考えているからです。ちなみに今年のワクチンは昨シーズンまでの 3 価ワクチン（A 型 2
種類と B 型 1 種類）から 4 価ワクチン（A 型 2 種類と B 型 2 種類）に進化しており、価格
も上昇しています。
「ワクチンの接種って、どうなのかな？」と疑問に思っていらっしゃ
る方には是非次の情報をお読みください。
インフルエンザワクチンには二つの効果があります。一つは「発症そのもの
「発症そのものを減らす」
「発症そのもの
を減らす」。
もう一つは「発症しても重症化するのを防ぐ
「発症しても重症化するのを防ぐ」というものです。勿論、ワクチンの危険
「発症しても重症化するのを防ぐ
性はゼロではなく、強いアレルギー反応（アナフィラキシー）が生じて、呼吸が
苦しくなる可能性もあります（アレルギー反応は、そのほとんどが接種直後に起
こる為、接種後 30 分以内は医療者と連絡を取れる状態にしておく事が肝要）
。し
かしながら、インフルエンザでの国内の死者数は年間一万人とも言われており、
ワクチンを接種しない危険性も同時にあります。
つまり、ワクチンの危険性よりもその効力の方が遥かに高いというものです。イ
ンフルエンザの流行は例年 1～2 月が中心ですので、できるだけ早い時期にワクチン接種を受けましょう
できるだけ早い時期にワクチン接種を受けましょう。
。
竹村クリニック：神戸市中央区三宮町
Tel.078竹村クリニック：神戸市中央区三宮町 1-8-1 サンプラザ 3 階
Tel.078-391391-3131
診療時間：10:00
10:00～
診療時間：
10:00
～13:00 14:00～
14:00～17:00 （木・日・祝の全日及び土曜の午後は休診）

★琳派誕生 400 年記念事業
「琳派京を彩る」を観てきました。平成 25 年 10 月のタイムズ 185 号でも報告しました琳派誕生 400 年記
念の催しの一環として、京都国立
博物館にて 10 月 10 日から 11 月 23
日まで開催され、俵屋宗達作の「風
神雷神屏風」、本阿弥光悦作の船橋
蒔絵硯箱、光悦宗達鶴下絵三十六
歌仙和歌巻等の国宝を初め、光琳、
乾山は勿論抱一、芳中、其一、始興に至るまで、脈々と日本人の美意識の中
に流れる琳派の名品の数々が圧倒的な存在感を持って展観され、私が訪ねた時は、生憎雨の日でしたが、
多くの方々で賑わっていました。かつて鴨居羊子さんから「良い絵、良い作品は食べたくなり美味そうな
もの」と、独特の表現で教えられましたが、まさに至福、満腹感を実感する特別展でした。

★Kiss FM で神戸ぐるっとまわってポン！？を PR しました
11 月 18 日に Kiss FM 神戸に出演し、11 月 21 日から 12 月 6 日に開催している神戸ぐ
神戸ぐ
るっとまわってポンの PR をさせていただきました。昨年もスタジオに呼んでいただ
るっとまわってポン
きましたが、何回出演しても生放送は緊張します。それでも DJ の中野耕史さんのリ
ードで楽しくお知らせすることができました。緊張と興奮から、プレゼントのことや
冊子の配布場所等を伝え忘れたのですが、出演後に中野さんがしっかりフォローして
くださいました。神戸の情報を親身に発信している Kiss FM をぜひ聴いてみてくださ
い！
Kiss FM 神戸 89.9MHz 4SEASONS は毎週月～木曜 AM7:30～AM11:00 放送中です

DJ の中野さん(右)

★一井弘和展が開かれます
センター街 2 丁目のストリートミュージアムに収納されている木彫刻「虹色浮遊像
「虹色浮遊像」の作者、一井先生の
「虹色浮遊像
展覧会が新春早々に奈良ホテル本館で開かれます。日程は 1 月 30 日（土）と 31 日
（日）の二日間で、30 日にはゲストに彫刻家の吉永快聞氏をお迎えし、一井先生と
の間でギャラリートークが行われます。ただ、このギャラリートークは 20 名限定
で事前の予約が必要になります。その際メインダイニングでの軽食（3,000 円 税・
サ込）も付いています。今回の展覧会に際して、一井先生が
メッセージを出しておられますが、その中の印象的な言葉を
御紹介しましょう。
「古くから我々の先祖は人間を自然の一部
とし自然への尊敬の念と親しみを抱き生きてきました。私の
制作の根底にもこのような精神世界が影響しています。自然
の営みと切り離す事の出来ない私達人間の“精神”の姿を、木
彫を中心に水晶・漆・金・和紙・銅など様々な素材を利用して表現します」という
ことです。是非、もう一度ストリートミュージアムの「虹色浮遊像」
「虹色浮遊像」をご覧になっ
「虹色浮遊像」
て下さい。作品の素晴らしさを実感して頂ければ、もうこの展覧会を逃すはずがあ
りません。今からワクワクしますね！
木彫作家・一井弘和展
～彫刻的自然観～
入場無料
2016 年 1 月 30 日（土）
、31 日（日）
会場：奈良ホテル 本館 桐の間 〒630-8301 奈良市高畑町 1096 Tel.0742-26-3300

★編集後記
今年ももうすぐ終わり、新たな年になろうとしています。今年も本当に多くの出来事がありました。私達
個人の力ではどうしようもない事柄もありました。でも常にアンテナを張り、日本の、世界の動きを観て
行けば、進むべき方向を見失わないで行けるのではないでしょうか。受信機能が強くなければ、内容のあ
る発信もできません。今まで以上にこの受信機能に磨きを掛けていく所存です。１年間御愛読有難うござ
いました。来年も良い紙面にしますのでよろしくお願い致します。良い年をお迎えください。

