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★ワンウエイ型カ★ワンウエイ型カ★ワンウエイ型カ★ワンウエイ型カーシェアリングの実証実験が始まっています！ーシェアリングの実証実験が始まっています！ーシェアリングの実証実験が始まっています！ーシェアリングの実証実験が始まっています！    
神戸市では公共交通を中心に歩行者・自転車・自動車などがバランスよく組み合わされた、安全で快適な

交通環境の形成を目指しており、その実証実験として「ワンウェイ型カーシェ

アリング」が始まっており、これは公共交通を補完する乗り捨て可能な車両を

レンタルするシステムになっています。この実験名は SEA:MO と呼ばれており、

借り出すことのできる車両も三菱自動車、日産自動車、トヨタ車体の最新の電

気自動車です。その利用方法ですが以下の様に

なります。 

① 神戸ハーバーランド UMIE モザイクにて会員登録の上、スマートフォン

等から、ホームページ（http://sea-mo.com）にアクセスし、車両と乗

り捨てポート（駐車場）を予約。 

② 会員証もしくはICカードを車両のカードリーダーにかざし施錠を解除、

利用開始。 

③ 予約したポート（駐車場）に車両を駐車し、会員証もしくは ICカードで施錠し、返却終了。 

利用可能なポート（駐車場）ですが、市内に順次増えていっており(最終的には 20 ケ所を予定)、サンセ

ンタープラザの駐車場もその一つです。センタープラザの駐車場に行けば、実際の車両もご覧になれます。

この実験は 2016 年の 3月末頃までを予定していますので、この素敵な電気自動車に是非乗ってみて頂い

て、実験に参加してみて下さい！ 

お問い合わせ先 SEA:MO 運営事務局 Tel:078-843-5602  URL http://sea-mo.com/ 

    
★★★★惜別！神奈川県立近代美術館惜別！神奈川県立近代美術館惜別！神奈川県立近代美術館惜別！神奈川県立近代美術館    
神奈川県立近代美術館本館の鎌倉館が１月３１日（日）に閉館となります。 

１９５１年１１月に日本で最初の公立の近代美術館として開館し、土方定一

（１９６５）、匠秀夫（１９８１）、酒井忠康（１９９２）等々の秀れた歴代

館長によって戦後の日本の美術界を引っ張って来ました。又、コルビジェに

師事した坂倉準三による建物は戦後の物資が不足する中で各所に創意工夫を

盛り込んだ日本を代表するモダニズム建築であります。収蔵作品も筋が通り、

作家、その遺族の方々との信頼関係が垣間見られる素晴らしい多くの寄贈作

品が目に残ります。鎌倉八幡宮の境内の平家（ﾍｲｹ）池畔というロケーションも抜群で四季折々に見せる

貌（かお）の変化も大きな魅力でもありました。その果たした役割の影響力の大きさには、ただただ「あ

りがとう御苦労さまでした」の言葉しかありません。幸いなことに、閉館後も建物は耐震補強を経て保存

される事が決定した模様です。もう閉館まではカウントダウンに入ってしまいましたが、チャンスのある

方は最後の展覧会を是非御清鑑下さい。 

神奈川県立近代美術館： 神奈川県鎌倉市雪の下 2-1-53 Tel. 0467-22-5000 

    
★新年会、楽しかったですよ！★新年会、楽しかったですよ！★新年会、楽しかったですよ！★新年会、楽しかったですよ！                                                                                                             
5日（火）に三宮センター街 2丁目の新年祝賀会が広東料理レストランの悠苑で 18時から開かれました。



来賓を含め、総勢 46 名の参加で賑やかな宴でした。久利理事長の新年の御挨拶から始まり、来賓の祝辞

を四国銀行神戸支店長執行役員の熊沢慎一郎様よ

り頂戴いたしました。そして岸野副理事長の乾杯の

発声で、美味しい料理で溢れている宴席へと移りま

した。どの料理も素晴らしいものばかりで、特にフ

カヒレの姿煮は絶品でした。皆様との楽しい会話と

美味しい料理とお酒で過ごす宴はあっという間で

した。最後に上田会長に閉会の言葉を頂き、今年の皆様のご健勝とますますのご繁栄を願いつつ帰路に着

きました。今年、参加されなかった組合員の皆様も是非、来年はご参加下さい！    
    
★１．１７★１．１７★１．１７★１．１７    追悼の祈り追悼の祈り追悼の祈り追悼の祈り    
早いもので阪神大震災から 21 年が経ちました。街並みはすっかり被災の影もなくなり、震災を知らない

世代も徐々に増えています。でも私達は震災の犠牲に

なられた方々や、その記憶を風化させるわけにはいき

ません。そして今年も 17（日）に「神戸三宮 “祈り” 

そして明日へ！」と名付けられた追悼式を行い、生田

筋のアートスクエアーで街衆や市民の方々が集い、午

前 11時から献花を行いました。新たな災害がいつや

って来るとも知れず、震災の痛みを忘れることなく、次世代へと記憶を引き継いで行かなければなりませ

ん。犠牲になられた方のご冥福を祈りながら、そうした思いで一杯でした。 

 

★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介    “ふわむにふわむにふわむにふわむに”    さんオープン！さんオープン！さんオープン！さんオープン！    
素敵でお洒落な Shoes  Shop が生まれました。その名も “ふわむに” さんで、女性に人気沸騰になり

そうなお店です。この度のオープンに際し、皆様へのメッセージをお預りしておりま

すのでご紹介します。 

“ふわむに” は言葉の通り、足を入れた瞬間「ふわっ」とした

優しい感触と、歩くたびに「むにっ」と、柔らかく足を支える

感触を感じて頂けるレディースシューズです。神戸長田で一足

一足丁寧に作っています。「一度足を入れて頂ければ、今まで今まで今まで今まで

に無い履き心地に無い履き心地に無い履き心地に無い履き心地を体感して頂けると思います。是非お気軽にお

店に遊びに来て頂き、履いてみて下さい！」とのことです。 

笑顔の素敵なスタッフが貴女にピッタリな一足を提案してくれますよ！是非一度、

お立ち寄りくださいね！！ 

Shoes  Shop ふわむに：Tel&Fax 078-381-5518  11:00~20:00 定休日：月曜日 

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
新年明けましておめでとうございます。今年は申年ですね。「十二支」と「十干（じっかん）」を組み合わ

せたものが本来の干支ですので、2016 年は正確には「丙申（ひのえさる）」になります。「猿」は干支を

分かりやすくするために対応する動物が当てはめられたからだそうで、干支のサルに関しては「申」を使

うのだそうです。「申」という字は「樹木の果実が熟して固まっていく様子」を表し

たものだそうで、私達の街もこのようになれればと願っています。この 4 月、街に

収蔵される予定の加藤先生の作品はストリートミュージアム 11作目になり、ますま

すその充実度に深みが増していきます。街の「美化」や「安全・安心」も皆様の御

協力を得て、全力で継続していきます。その上でさらに「街」を盛り上げていくの

は、皆様の心からの「笑顔」「笑顔」「笑顔」「笑顔」に違いありません。今年も皆様の御理解と御協力、そしてこのタイムズの御

高覧も賜りますように、宜しくお願いいたします。 
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★木彫作家・一井弘★木彫作家・一井弘★木彫作家・一井弘★木彫作家・一井弘和展和展和展和展    ～彫刻的自然観～に行ってきました～彫刻的自然観～に行ってきました～彫刻的自然観～に行ってきました～彫刻的自然観～に行ってきました    
昨年の年末、タイムズ 12月号でも取り上げましたが、スト

リートミュージアムに収蔵されている「虹色浮遊像」「虹色浮遊像」「虹色浮遊像」「虹色浮遊像」の作者

一井弘和先生の個展が 1月 30 日、31 日と開かれ、ギャラリ

ートークもあった 30 日（土）に会場の奈良ホテルに行って

きました。奈良ホテルは写真でご覧になれるように明治 42

年に奈良公園に誕生した由緒正しき優雅なホテルです。その

歴史を感じさせる建物と一井先生の作品が非常にマッチし

てギャラリーを訪れるお客様も大変多く、個展は大盛況でした。楽しみにしていた

ギャラリートークでは一井先生の作品を多く写真に撮られ、その作品の違った魅力

を引き出しておられる写真家平田雅路氏の紹介や、一井先生の後輩にあたり、仏像な

どにも大変造形が深い吉水快聞（ヨシミズカイモン）氏との間で仏像や彫刻の非常に

興味深いお話が聞けて大満足でした。例えば、「世界で一

般的な石彫が、なぜ日本では木彫なのか」や「平安や鎌倉

時代に彫刻に使われていた道具類はなぜ残らないのか」な

どなど、聞けば聞くほど興味が拡がるトークでした。先生

の作品は色使いも優しくて女性フアンも多いそうで、これ

からの先生の御活躍がますます期待できます。今回、この

個展を見逃した方も、次回の個展では是非、その素晴らしさを味わって下さい！ 

    
★戦後★戦後★戦後★戦後 70707070 年年年年    戦後三宮の都市形成について戦後三宮の都市形成について戦後三宮の都市形成について戦後三宮の都市形成について    
平成 28 年 2 月 4 日ザ・ファーストの定例勉強会が行われました。今回のテーマは“戦後三宮の都市形成

について”ということで、人と防災未来センターの震災資料専門員である村上

しほり様にお越し頂き講演して頂きました。大戦中、神戸は 1945 年 3 月 17

日西神戸の、6月 5日東神戸の大空襲で市の 7割余りを消失したそうです。空

襲の被害は甚大で、その後進駐軍の接収もあり、街並みがガラッと変わってい

きます。元町と高架下に闇市が形成されましたが、その後撤去されます。終戦

直後からの復興の後、1952 年にセンター街にネオンアーチができ、そのころ

から神戸一番の中心地で市民が多く集うエリアになりました。1975 年の市街地改造再開発事業でさんプラ

ザ・センタープラザ・センタープラザ西館の 3 棟ビルが建設されました。そしてポートピア 81 の開催に

よって国際マーケットの移動や、サンパル・サンピア・ツイン雲井・サンシティの改造計画が進み、三宮

東地区再開発事業が行われました。商業機能を改善し、神戸の玄関としてふさわしい街創りを行ってきま

した。都市とは多様な人々の交流のもと、様々な文化が生まれる場所である。村上さんは「三宮ひと・街

創り協議会」が進めている「神戸・三宮 戦後 70年記念誌『明日への飛翔』」を編集する仕事もされて

おられますが、今昔の写真なども少なく、資料を探す事がだんだん難しくなってきているのだそうです。

戦後の動乱期について知っておられる方々もご高齢ですので、今のうちに取材しておかなくてはという気

概だそうです。お家の中で眠っている写真、資料などがある方はまたお知らせ頂ければ大変助けになるの

ではと思われますので、また事務局までお知らせください。 



★「震災復興メモリアル・街ぐるみ献血推進デー」★「震災復興メモリアル・街ぐるみ献血推進デー」★「震災復興メモリアル・街ぐるみ献血推進デー」★「震災復興メモリアル・街ぐるみ献血推進デー」    今年も実行しました！今年も実行しました！今年も実行しました！今年も実行しました！    
震災を忘れないためにも、そして震災時の様に、本当に血液を必要としておられる方々の御役に立てる様

に今年も 1月 15 日（金）に街ぐるみで人々に献血への御協力をお願いし、

啓発する活動を行いました。寒い中、多くの街衆が参集して下さり、献血

ルームの方々と共に、通行されている人々にお願いをしました。その結果、

1 月 15 日から 21 日までの 1 週間で献血受付数 339 名、採血数 286 名と多

くの方々から尊い命への手助けを得ることができました。これも継続して

献血の必要性を認識し、賛同して頂いた多くの街衆の御協力のおかげです。

関係者の方々に改めて御礼を申し上げると共に、皆様にも街にある献血セ

ンターへ足を運んで頂ける様に宜しくお願い致します。 

三宮センタープラザ献血ルーム 

〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2-11-1 センタープラザ西館 3 階 Tel&Fax 078-391-7070 

http://www.hyogo.bc.jrc.or.jp/ 

★神戸市立博物館★神戸市立博物館★神戸市立博物館★神戸市立博物館    特別展特別展特別展特別展    須磨の歴史と文化展―受け継がれる記憶―須磨の歴史と文化展―受け継がれる記憶―須磨の歴史と文化展―受け継がれる記憶―須磨の歴史と文化展―受け継がれる記憶―    
須磨と言えば現在では離宮公園があり、水族館があり、夏の須磨海岸がありと、楽しいイメージがありま

すが、歴史的に振り返ると、「源氏物語」などの文学の舞台で

あったり、源平の古戦場、菅原道真が九州大宰府に左遷させら

れる際に須磨に立ち寄った名残が残されている網敷神社等、多

くの歴史的遺産があります。今回、この特別展ではそういった

須磨の奥深い魅力が紹介されています。印象的だったのは、写

真の弘法大師像で、外見のみならず内面の精神性までが的確な

線描によって描き出されています。密教の教えを師匠から弟子

に授ける際にこの絵画は懸けられたそうです。他にも不義密通

により須磨に流された「光源氏」が描かれている「源氏物語絵色紙帖」はその色使い

に当時の貴族達の華やかな生活が想い描け、遥か時空を超えてその世界に自身が迷い込んだような気にな

るほどのものでした。これ以外にも国宝 1 件・重要文化財 7件を含む約 150 件の貴重な資料が展示されて

いて、時間が経つのを忘れてしまいそうです。どうぞ皆様もこの機会に歴史の深さを改めて実感できるこ

の特別展に足を運んで下さい！！ 特別展は 3月 21 日（月）迄まで開催中                                                                              

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

休館日：月曜日（3月 21 日は開館） 開館時間：10:00～17:00（入館は 16:30 迄） 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
三宮センター街 1 丁目に期間限定の神戸ワインの直営ショップが誕生しました。期間は 2月 6日から 5月

5 日までの間です。センター街 2丁目の組合員様には年に一

度、神戸ワインを使った川西英先生ラベルのオリジナルワイ

ンお配りしておりますが、その魅力をこのショップを直に訪

れて頂き、再認識頂く絶好の機会です。一階では神戸ワイン

全種類・神戸ブランデー・ソムリエナイフ・ワイングラス・

ワインに合うチーズ・スイーツなどが

販売され、2 階では音楽と共にワインを

お楽しみ頂けるフロアー（2 階は平日は

17:00 から、土日祝日は 11:00 からオープン）になっており、週末にはワイン講座や

ミニジャズライブなどのイベントも予定され、これ以上ない程の中身の濃い充実度に

なっています。お洒落な街、神戸に音楽とワイン、素敵な響きですよね。これは訪れ

ない理由がありません！是非お立ち寄り下さい！！                      

神戸ワイン三宮店：中央区三宮町 1-6-21 お問い合わせ：Tel.078-991-3916 

（三宮店限定の 2005年産シャルドネワイン）                                (神戸みのりの公社) 
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★家住利男展―ガ★家住利男展―ガ★家住利男展―ガ★家住利男展―ガラスの奥へーラスの奥へーラスの奥へーラスの奥へー    三木市立堀光美術館三木市立堀光美術館三木市立堀光美術館三木市立堀光美術館     
平成 24 年にストリートミュージアム第 7作目となるガラス作品「ヤーヌスの誕生」を収蔵しましたが、

その作者の家住利男先生の講演会が３月５日三木市立図書館で開催されました。

先生の作品は三木市立堀光美術館で展示されていましたが、講演会は去年竣工し

た図書館で行われました。現代アートを代表する作家である家住先生は 29歳の

時に初めてガラスに魅了され、以後 30年間作品を制作されています。講演会で

は今までの作品を映像で紹介して頂き、「ガラスの向こう側・透明・奥の世界へ」

というテーマの講演でした。先生は 30年間繰り返しガラスを削ってきて、自身

の関心が何処にあるのかを気付かされたそうです。つまり、表面的に見えている

ものだけではなく、ガラスの奥、そしてその向こう側の世界を極める感性を探し

続けておられるそうです。ガラスは「削る、磨く」の繰り返しであり、目線を内

側に向けると、その世界が中に向かって入って行くので、形よりもマチュール（質

感）が大事なのだとか。作品の置き方によっても世界観が変わるのだそうで、その例として、次の記事で

紹介しているイタリアのモランディの作品を紹介されていました。やはり講演の内容はかなり専門的で難

しいものでしたが、家住先生のお話はとても柔らかで、そのお人柄はとても魅力的でした。芸術の奥深さ

を改めて感じ、非常に有意義な講演会でした。 

★★★★ジョルジョ・モランディジョルジョ・モランディジョルジョ・モランディジョルジョ・モランディ    ～終わりなき変奏～～終わりなき変奏～～終わりなき変奏～～終わりなき変奏～    
兵庫県立美術館で開催されていた、ジョルジョ・モランディ展を観に行ってきました。20世紀イタリアを

代表する画家ジョルジョ・モランディは生まれ故郷のボローニアを生涯離れる事なく作

品を創り続けました。彼の作品の多くは卓上の花瓶など身近なモチーフを描き、淡い色

調と形態が単調には見えますが、繊細に響き合う作品です。構図の研究にも熱心で、何

回も同じ位置に陶器などを置いてその絵を描くというこだわりようでした。作品自体は

皆大きいものではなく、飾れるさりげない物ですが、モランディのこだわった“配置”

と“構図”に感心しました。小さなものに秘めた情熱を感じました。とても素敵な展覧

会でした。なおこの展覧会は下記の会場に巡回します。チャンスのある方は足を運んで

みて下さい。 

（詳しくはそれぞれの会場の名前で検索して下さい） 

2016年 2月 20日~4月 10日 東京ステーションギャラリー 

2016年 4月 16日~6月  5日  岩手県立美術館    

★感謝をこめて★感謝をこめて★感謝をこめて★感謝をこめて Thanks Thanks Thanks Thanks 沖縄・沖縄・沖縄・沖縄・ANA/SNAANA/SNAANA/SNAANA/SNA    
今年で 8回目になる「「「「KOBEKOBEKOBEKOBE夢・夢・夢・夢・未来号」未来号」未来号」未来号」にいつも多大なる御協力を頂いています沖縄の皆さん、全日空

様、ソラシドエアー様に感謝の意味を込めて神戸の街衆が沖縄を訪れる

「「「「ThanksThanksThanksThanks沖縄・沖縄・沖縄・沖縄・ANA/SNANA/SNANA/SNANA/SNAAAA」」」」を今回も 4月の 19日（火）から 21日（木）に

実施することを皆様にお伝えしたところ、沢山の方々のお申込みを頂きまし

た。この旅行の趣旨を神戸の街衆の皆様が御理解頂き、感謝の気持ちで一杯

です。また、毎回初日の夜は沖縄と神戸の交流が開かれ、沖縄からは安慶田

副知事、城間那覇市長さんをはじめ各界の名士の方々、神戸からは岡口副市



長、小柴コンベンション協会会長をはじめ、ゆうに 200名を超える参加者で楽しいひと時を共有し沖縄と

神戸のさらに強い絆を感じているしだいです。神戸の街衆の熱い想い、本物ですよね。   

★★★★街の想いはお客さまとともに～おとな旅・神戸街の想いはお客さまとともに～おとな旅・神戸街の想いはお客さまとともに～おとな旅・神戸街の想いはお客さまとともに～おとな旅・神戸    三宮センター街老舗ツアー三宮センター街老舗ツアー三宮センター街老舗ツアー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 三宮センター街でも、振興組合の藤井理事

が、老舗商店をめぐるツアーとして昨年から 4回実施しています。2月 26

日には市内外から 6名の方が参加され、三宮センター街を 1丁目から 3丁

目まで 3時間ほどかけてゆっくりとご案内し、普段の買い物や団体旅行で

は伝えられないような「街衆の想い」を店主の皆さんと一緒にお話させて

頂きました。中には「50年以上前にお世話になった」と“大学堂眼鏡店”

と書かれたマッチを持参された方もおられ、お店や街はお客さまと共に創

り上げられていくものだと改めて気付かされました。今回は特別に各丁の

振興組合事務所も見学。2丁目振興組合では、4月に収蔵するアート作品を

ご覧頂きながら、久利理事長自ら「ストリートミュージアム」について解説しました。今後も機会があれ

ば、街の想いを伝えていくとともに、お客さまの期待、関心を街にも伝えていければと思います。 

★まさに光のアートですね★まさに光のアートですね★まさに光のアートですね★まさに光のアートですね！！！！ 
2月 25日夜8時から2丁目アーケードの夜間景観事業の一環としてのムービングプロジェクターのデモン

ストレーションを 2丁目毛利マークさん前で行い、貴重な体験をしました。アーケードのドーム天井にム

ービングプロジェクターを設置し、路面のストリートミュージーアムを中心に光を

照らすというものです。 

驚いたことに路面を照らすこのプロジェクターは優れもので、多彩な色・形を選択

でき、一種のアトラクションの様にも感じました。安心・安全で美しいストリート

を目指し続けている我が 2丁目にとって、夜間の明るさがより際立ち、また芸術性

もあるこの夜間景観事業は我が街をより良い方向に向かわせる一つの手段になる

と思います。今後更なる検討をして参ります。 

★安里氏★安里氏★安里氏★安里氏が奥様の想いを神戸に届けてくれましたが奥様の想いを神戸に届けてくれましたが奥様の想いを神戸に届けてくれましたが奥様の想いを神戸に届けてくれました    
「KOBE 夢・未来号・沖縄」プロジェクトは多くの方々のご支援によって支えられ、

今年も 1月に 44 名の子供さん達に沖縄を知り・学ぶ機会を持って頂くことが出来ました。成功裏に第 8

回を終えたわけですが、このプロジェクトに当初から御賛同を頂き、様々な場面でお力添えを頂いた方に

元沖縄県副知事の安里カツ子さんがおられます。沖縄での歓迎セレモニーで子供さん達を「よく沖縄に来

てくれました」と、にこやかに抱きしめている写真をご記憶の方も多いと思います。その優しい眼差しに

子供さん達は緊張を解きほぐし沖縄の第一歩を踏みしめる事が出来たのでした。子供さん達にとってはま

さに沖縄の母とも言える安里さんでしたが、残念ながら病のため惜しまれながら 2013 年 12 月に他界され

ました。この度、御主人の安里成一氏からこのプロジェクトに役立ててほしいと多額の御寄附を頂きまし

た。そして、「このことは亡き妻の遺志でもあるし、供養になること」と仰っておられました。命の尽き

るまで付き添われた最愛の方からの心温まるお話を伺い、胸に熱いものが去来しました。2月 25日、お仕

事に合わせて三宮センター街へお立ち寄り頂き、わずかな時間でしたが久利理事長とご懇談頂き、亡き安

里カツ子さんに対して改めて感謝の気持ちをお伝えし、4月の「Thanks 沖縄・ANA/SNA」での再会を約束

しました。多くの方々のサポートに感謝いたします。 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記 

先月の 25日夜 8時に多くの役員さんと共にムービングプロジェクムービングプロジェクムービングプロジェクムービングプロジェクターターターターのデモンストレーションを体験し

ました。詳細は今月号に掲載してありますが素晴らしいパフォーマンスだと感じています。 

もしかするとこのプロジェクトは私達の街に新たな魅力を与えてくれると信じています。今日まで 2丁目

では「「「「安心安全で美しい街、アートの溢れる街」安心安全で美しい街、アートの溢れる街」安心安全で美しい街、アートの溢れる街」安心安全で美しい街、アートの溢れる街」を目標に街づくりを進めて参りました。今回はさらに 

「アミューズメントで楽しめる街」という新たな側面が期待でき、より魅力を増すことが出来るのではと

思います。このプロジェクトをいかに進めて行くかを今後さらに検討する必要があると思っています。神

戸を訪れる方々、市民からお預かりしている 2丁目のストリートの価値と魅力をより高めて行きたいです

ね。 
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★ストリート★ストリート★ストリート★ストリートミミミミュージュージュージュージアムにさらなる仲間が！アムにさらなる仲間が！アムにさらなる仲間が！アムにさらなる仲間が！    
4月 2日(土)に私達の街のストリートミュージアムに新たな仲間が増えました。 

今回の作品は磁器という素材と出会い、大胆な作品を国内のみ

ならず、海外でも数多く発表されている陶芸家の加藤 委（つ

ぶさ）先生の作品「神戸サンカクノココロ」「神戸サンカクノココロ」「神戸サンカクノココロ」「神戸サンカクノココロ」です。神戸児童養

護施設の皆様や「夢・未来号」で大変お世話になっている ANA

の方々、また大変お忙しい中を久元神戸市長、加藤先生にも収

蔵式典に御参加頂 きました。先生のスピーチの中で御自身が 20歳過ぎの頃、神戸

でデートされたこ と、その時のレストランの方の対応が素晴らしく心に残ったこ

と、そのデートさ れたお相手が今の奥様であること等、神戸を愛する私達にとっ

て大変嬉しいお話 を頂き感激いたしました。今回の先生の作品の収蔵でなんと 11

作品がストリート ミユージアムに収蔵されたことになります。まさに継続は力なり

ですね。2丁目を 通行される方々が足を止めてご覧になっている光景をよく見か

けるようになりま した。街の魅力と楽しみがまた一つ増えました。 

★圧巻★圧巻★圧巻★圧巻    森陶岳森陶岳森陶岳森陶岳 大窯店大窯店大窯店大窯店    
上記の展覧会は今 年のお正月1月3日にNHKで新春早々放映され大きな話題となっ

た展覧会です。 

その展覧会が 2月 2日から 2月 24日まで岡山シティミュージアムで開催されていました。そこでは 

全長 85ｍ、幅 6ｍ、高さ 3ｍという未曽有の巨大な大窯を 107 日間焚き続け、

その後の徐冷を経て窯出しまでに、実に 10 か月に及ぶ成果の作品群が展示さ

れていました。窯造り・窯詰めまでの作品制作を含め、流れ去ったその途方

も無い苦闘の時間を想う時、言葉もありません。作者がかつて 1980 年に相生

で最初の 46ｍの大窯で焼成した時には「再現古備前」と称されましたが、「古

備前を超えて」と標榜された今回の快挙に甘んじる事なく、一里塚として次

を見据えた姿勢に「仕事」という言葉の重さを感じました。今秋、9月 3日～

10月23日まで瀬戸内市立美術館にて、今回の作品も含め、「森陶岳の全貌（仮）」

が開催されます。 

瀬戸内市立博物館：Tel.0869-34-3130  ホームページ www.city.setouchi.ig.jp 

★アートスクエアーで★アートスクエアーで★アートスクエアーで★アートスクエアーで美美美美
み

遥遥遥遥
はる

ちゃん支援のフルート演奏ちゃん支援のフルート演奏ちゃん支援のフルート演奏ちゃん支援のフルート演奏    

重い心臓病に苦しむ明石市の瓦本美遥ちゃん（3）を支援するフルートコンサ

ートが 3月 23日（水）、アートスクエアで行われました。美遥ちゃんは難病の

「拡張型心筋症」で、現在小児用補助人工心臓を装着しています。小児用補助

人工心臓は優れた機器ながらも、血栓の発生と無縁ではいられず、脳梗塞を防

ぐ必要からも、使用期間が最大で半年だと言われていて、この 4月がその期限

になります。そのためアメリカでの心臓移植手術を受けるしか方法がなく、そ

の費用の約 2億 5千万円が必要になります。沖縄の松島良生君でのケースでも



多くの方々、そして神戸の街衆の協力もあり、見事に手術は成功し良生君は健康体になりました。美遥ち

ゃんにも素敵な笑顔を取り戻してほしいのです。この日のコンサートでは神戸女学院大学の学生さん 4人

の 4回に亘る演奏と、「神戸国際フルートコンクールの発展を望む会」と「みはるちゃんを救う会」のメ

ンバーの皆さんがビラを配り、募金集めを行い、久利理事長も 2丁目を代表して募金を行いました。皆さ

んも是非この活動に御支援下さい！ 

連絡先：みはるちゃんを救う会事務局 〒673-0016 明石市松の内 2丁目 3-12AR ビル 302 号 

                  Tel&Fax 078-587-5918 （電話受付時間 10:00～15:00） 

 

★★★★沖縄で心からお祈りしてきました沖縄で心からお祈りしてきました沖縄で心からお祈りしてきました沖縄で心からお祈りしてきました    
第 9回平和の礎刻銘者追悼清明祭が、４月９日公益財団法人沖縄協会の主催で沖縄南部、糸満市摩文仁の

丘にある沖縄平和祈念堂で開催され、神戸を代表して久利計一 KOBE 三宮・ひと街創り協議会会長が参列

されました。沖縄では旧暦 3月の「清明の節」に祖先供養の行事として清明祭が行われます。先祖にお参

りし、お供えを家族で頂き先祖をしのぶ祭ですが、戦争で一家が亡くなられた家族も多くあり、沖縄全体

で追悼します。宗教や人種、国を超えて平和記念堂に寄り集い、全ての戦没者の追

悼を行うと同時に、平和記念公園から全世界に平和を発信するものです。平和の礎

（イシジ）には沖縄戦などで亡くなられた 241,336 名のお名前が刻銘されており、

アメリカや大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、台湾などの人も含まれ、その刻銘

者名簿は、平和祈念像の胎内に収められています。その中には沖縄県民保護に命が

けで取り組んだ神戸出身の最後の官選知事島田叡さんのお名前もあります。また島

田叡さんと行動を共にした当時の警察部長荒井退蔵さんの出身地栃木県からも荒

井さんのご遺族が参列されました。久利会長は沖縄と神戸、三宮センター街との交

流の原点でもある島田叡さんのご冥福をお祈りし、世界が平和であること、そして

神戸と沖縄との繋がりが一層深まることを祈念しました。式典では、琉球手毬折鶴の奉納の後、浦添少年

少女合唱団の献唱があり、澄み切った癒しの歌声が会堂に響き渡りました。 

 

★梅舒適展と富岡鉄斎展”★梅舒適展と富岡鉄斎展”★梅舒適展と富岡鉄斎展”★梅舒適展と富岡鉄斎展”  

兵庫県立美術館にて開催されている“梅舒適展”と“富岡鉄斎展”を久利理事長と共に鑑賞してきました。

梅舒適（稲田文一）は日本を代表する文人であり、生誕 100 周年を迎え中国文化、

文芸に対する深い造詣を基に風韻漂う書、書画、篆刻を制作された方です。二丁

目とは関わりがあり、センター街の活動に参加して頂いていた元日本赤十字社の

酒居石荘先生の師匠でもあります。酒井さんは現在「書と篆刻入門塾」を開いて

おられます（詳細は下記）。近代文人画の巨匠、富岡鉄斎の生誕 180 年を記念し

た作品展も同時に鑑賞してきました。京都に生まれ国学、儒学、仏教等を学び書

画にも親しんだ鉄斎は幕末の動乱期から明治維新まで89歳の生涯に多くの作品を

残しました。雄大で、のびやかな書画を是非ご覧ください。ゴールデンウイーク

にぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。 

梅書芸研究所 神戸教室 「書と篆刻入門塾」   講師 酒井石荘 

場所：兵庫県立県民会館  時間：第 2・第 4金曜日 18 時～20 時  TEL：078－321－2131 

ホームページ http://hyogo-arts.or.jp/arts/kaibun.htm 

富岡鉄斎展   兵庫県立美術館にて  3 月 12 日～5月 8日 

★編集★編集★編集★編集後記後記後記後記    
冒頭の記事で御紹介しましたが、第 11作目となるストリートミュージアムの収蔵式典ですが、この式典

の内容がなんとヤフーニュースに掲載されました。ストリートミュージアムの内容が充実していくにつれ、

街だけではなく、全国からも次第に関心の目が注がれてきました。神戸と言えば「山と海、そしてファッ

ションとグルメ」といった従前の評価だけではなく、「センター街にはストリートミュージアムがあるよ」

となれば、これ程素敵な事はないですね。 



The 2 Chome Times 平成２平成２平成２平成２８年５８年５８年５８年５月号月号月号月号 

NO1NO1NO1NO1のプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざして    

                            ＮＯＮＯＮＯＮＯ２２２２１１１１６６６６．．．．    

２０１６・５・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５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 

★★★★「「「「ThankThankThankThanks s s s おきなわ・おきなわ・おきなわ・おきなわ・ANA/SNAANA/SNAANA/SNAANA/SNA」」」」交流会交流会交流会交流会で沖縄の皆さんとの親睦を図ってきました！で沖縄の皆さんとの親睦を図ってきました！で沖縄の皆さんとの親睦を図ってきました！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、ANA さん、

ソラシドエアさんへ感謝する趣旨で、今年も 4月 19日から 2泊 3日の旅程

で「「「「第第第第 10101010回回回回    Thanks Thanks Thanks Thanks おきなわ・おきなわ・おきなわ・おきなわ・ANA/SNAANA/SNAANA/SNAANA/SNA」」」」が開催され、神戸からは 145

名の皆様が参加しました。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

知事ら沖縄県の皆様、ANA/SNA関係者など、

総勢 110名の方々と親睦を深めました。久利

会長から開会に先立ち、先日発生した「熊本

地震」で被災された方々へのお見舞い金のご協力についてお願いをし、多

くの義援金を賜りました。続いて安慶田副知事から温かいご挨拶、さらに

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」、「エイサー団体那覇太鼓」の競

演による、優しくまた力強い演舞パフォーマンスで盛り上がった後、「お楽しみ抽選会」では、神戸ゆか

りの品々を沖縄の方々へ、また沖縄からは「泡盛」などの景品を神戸の当選者にお持ち帰り頂きました。

続いて 1月の「「「「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「お別れコンサート」でもお世話になった「うたばす「うたばす「うたばす「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、大変盛り上がりました。    
 二日目は「第 3回夢・未来号杯」ゴルフコンペが「琉球ゴルフ倶楽部」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。年々、親睦の輪の広がりと同時に深みが感じられ、三日間を通じ

て次回の「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。「交流会」にご参加下さいま

した皆様に改めて厚く御礼申し上げます。 

★三宮あんしん★三宮あんしん★三宮あんしん★三宮あんしんすこやかセンターを御存じですか？すこやかセンターを御存じですか？すこやかセンターを御存じですか？すこやかセンターを御存じですか？    
あんしんすこやかセンターは神戸市が設置する高齢者に関する相談窓口です。市内全域に 76 か所設置さ

れています。その中の一か所として、「三宮あんしんすこやかセンター」があります。それもサンプラザ

の 3 階というとても便利な場所にあります。主な仕事は「介護保険の事が知りたい」、「もの忘れが心配、

これって認知症？」、「親の介護に疲れた、介護の方法がわからない」、「一人暮らしなので、具合が悪くな

った時が不安」などなどの悩みや疑問に答えてくれることです。私達の街、

三宮でもお買い物をされている高齢者の中に、「お一人にしておいて大丈夫

なのだろうか？」や、明らかに保護が必要な方をお見受けします。実際に

各お店でその様な方々に対処される場合、どう対応すればよいのか迷われ

てしまうのではないでしょうか。そういった場合一つの方法としてこの「三

宮あんしんすこやかセンター」にご相談するというのが皆様の一助になる

と思います。幸いなことにご紹介した様に近距離にセンターはありますの

で、担当者の方に対応を相談したり、お店まで来て頂くことも可能です。

センターの方にお聞きしましたところ、ご遠慮なくご相談して下さいとのことでした。なおセンターでは

「まちかど☆健康講座」や「介護リフレッシュ教室」を定期的に開いておりますのでご興味のある方はど

うぞセンターまでお問い合わせ下さい。 

三宮あんしんすこやかセンター：三宮町 1-8-1 サンプラザ 3F  Tel.078-321-0400 



★氏神さん生田神社の春祭りです★氏神さん生田神社の春祭りです★氏神さん生田神社の春祭りです★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・16日の二日間賑やかに行われました。 

今年のお祭りは宮元地区（南が高架下以北、西がト

アロード以東、東がフラワーロード以西、北が北野

町までの三宮北部地域）の御奉仕当番により行われ

ました。15 日の例祭氏子奉幣祭では播州大塩天満

宮に鎌倉時代から伝わる毛獅子舞が 25 人の男若衆

により勇壮に舞われました。そして 16 日の神幸祭

には 700 名にも上る行列が巡幸され、特に 100 名

を超えるお神輿の迫力には驚かされるばかりでした。また、この地域での奉仕に

おいて恒例とも言える女子神輿が担ぎ出され、100名にものぼる華やかな巡幸が繰り広げられました。 

★我が名は鶴亭★我が名は鶴亭★我が名は鶴亭★我が名は鶴亭        若若若若冲、大雅も憧れた花鳥画（かっちょいいが）冲、大雅も憧れた花鳥画（かっちょいいが）冲、大雅も憧れた花鳥画（かっちょいいが）冲、大雅も憧れた花鳥画（かっちょいいが）    
5 月 29 日まで神戸市立博物館で催されている上記の特別展に行ってきました。鶴亭（かくてい・1722～

85）は長崎出身の黄檗僧（「おうばくそう」、黄檗宗とは江戸時代に始まった仏教の一

宗派）であり、画家でもある彼は中国由来の美しく、おめでたい花鳥画（南蘋風「な

んぴんふう」花鳥画）をかっこよくアレンジし、京都、大坂に初めてもたらして一大

ブームを巻き起こしました。また、黄檗僧が得意とした水墨花木

図も数多く手がけました。憧れの地・長崎からやってきた鶴亭は、

唐（から）の香りをまとう羨望の的。かっこいい花鳥画＝「花鳥

画（かっちょいいが）」を生み出す鶴亭に、伊藤若冲（じゃくち

ゅう）も大きな刺激を受け、池大雅（たいが）も深い交友を持つ

など、京坂の画家に与えた影響ははかりしれないそうです。実際

に 76 件の作品を観てみると、その天才的な描写技術には驚かさ

れますが、多くの絵は不特定の人への絵ではなく、特定の人物へ

の贈り物であるため、絵の中に主に「吉祥画題」といったメッセ

ージが描かれています。例えば鳥がキリギリスを飲み込む様が最

高位の官職への補任を祝う意味があるのだそうです。驚きですね。 

鮮やかな色彩と豊かな表情の鳥が魅力的な著色花鳥画、大胆かつ

冴えわたる筆遣いの水墨花木図からなる、鶴亭の「花鳥画（かっ

ちょいいが）」76 件（うち初公開 45 件！）を展観しています。

あわせて、鶴亭が学んだ黄檗絵画や南蘋風花鳥画、同時代に活躍

した池大雅、伊藤若冲、曾我蕭白や、鶴亭の弟子たちの作品も紹

介されています。チャンスのある方は是非市立博物館までお出か

け下さい。神戸市立博物館：Tel.078-391-0035  ホームページ http://www.city.kobe.lg.jp/museum/    

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
またもや大地震が熊本を直撃しました。各地で地震の被害が報道される毎に、21年前の阪神淡路大震災の

惨状がフラッシュバックしてきます。当時、輸送機関が復活し神戸に他府県から多

くのお客様がみえられたとき忘れられない思い出があります。名古屋から来られた

ご夫婦がお店に来られ御主人が私に「神戸に来て神戸のお店でお買い物をしなけれ

ばと思い家内とやって来ました」と仰って頂きました。多くの方々が神戸の復興を

望んでおられるし、何か力になりたいと強く思って頂いていることに心が震えまし

た。神戸の街は多くの方々の手助けを頂いて復興してきたと感じています。今まさ

に頂いたご恩をお返しする時だと強く感じています。私達も神戸の街衆として何か

をしなければと思っており、義援金も大きな助けになるものと思っています。各店

頭に設置された募金箱や以下の口座にお振込みの御協力をお願いします。 

ゆうちょ銀行 郵便局では日赤平成 28年熊本地震災害義援金を受け付けております 

口座番号 ００１３０－４－２６５０７２で振り込み手数料免除、寄付金控除も受けられます。 



The 2 Chome Times 平成２平成２平成２平成２８年８年８年８年６６６６月号月号月号月号 

NO1NO1NO1NO1 のプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざして    

                            ＮＯＮＯＮＯＮＯ２２２２１１１１7777．．．．    

２０１６・ 6・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 6 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 

 

★第★第★第★第 43434343 回三宮セ回三宮セ回三宮セ回三宮センター街ンター街ンター街ンター街 2222 丁目商店街通常総会丁目商店街通常総会丁目商店街通常総会丁目商店街通常総会    
さる 5 月 27 日（金）第 43 回センター街 2 丁目振興組合通常総会がセンタープラザ西館 6 階に於いて開催

されました。上田議長のもと、初めに 2 丁目の価値をより向上させ、また

魅力のある街にするためにムービングライトの計画があり、今後も研究を

して行きたいとの説明があり、次に平成 27 年度の事業報告が各担当理事

からなされ、最後に決算報告があり承認を受けました。続いて 28 年度の

事業計画について討議され、企画担当より

2 丁目タイムスの進行状況や新たにフェイ

スブックを利用して告知を拡大して行く計

画があることや今後のアートストリートミュジーアムの進捗状況など、さ

らに魅力のある街に作り上げていくかの説明が有りました。また、街の警

備にお力を頂いております POB 危機管理(株)の森川代表より最近の街の

治安状況について説明を受け、安全で安心な街になるよう引き続き協力を

頂ける事を表明して下さいました。最後に来賓の神戸市経済観光局の山本局長から御挨拶を頂き、和やか

な雰囲気の中閉会いたしました。来期に向かってまた新たな力が湧いてきた気がした総会でした。 

 

★神戸市立博物館★神戸市立博物館★神戸市立博物館★神戸市立博物館    特別展特別展特別展特別展    ボストン美術館所蔵ボストン美術館所蔵ボストン美術館所蔵ボストン美術館所蔵    俺たちの国芳俺たちの国芳俺たちの国芳俺たちの国芳    わたわたわたわたしの国貞しの国貞しの国貞しの国貞    
現在行われている上記の特別展に行ってきました。アメリカを代表する美の殿

堂・ボストン美術館は日本美術コレクシ

ョンだけで約 10 万点の作品を所蔵して

おり、その中の江戸後期の人気絵師、歌

川国芳（1797～1861）と歌川国貞（1786

～1864）による錦絵 170 件を選び、この

展覧会で展示しています。この二人は役

者絵の巨匠・歌川豊国の門下で江戸時代後期の錦絵黄金時代を築いた絵師だそう

です。本展は当時最大の娯楽であった歌舞伎の演目に

なぞらえた二章 13幕で構成されています。この二人の

錦絵から江戸の人々、つまり「俺たち」、「わたし」が

夢見た世界や、胸躍らせた娯楽や体験が実感できるとのこと。実際に観賞して感

じることは、私達がファッション雑誌を観てモデルに憧れたり、コミックやアニ

メを楽しんでいるのと全く同じような気持ち、或いはそれ以上に当時の人々は二

人の描いた世界を楽しみ、憧れていたというのが良く理解できます。もちろん描

写技術の高さには圧倒されます。どうぞ二人の世界観をお見逃しなく味わってください！！ 

 

神戸市立博物館：〒650-0024 神戸市中央区京町 24 Tel,078-391-0035 

上記特別展は 8月 28 日（日）まで開催中 URL  http://www.city.kobe.lg.jp/museum/ 

 



開館時間 AM9:00～PM5:30（土曜は PM7:00 迄）入館は閉館の 30 分前迄                 

休館日：月曜日 但し、7月 18 日（祝）は開館で、翌 19 日（火）は休館 

 

★★★★((((株株株株))))神戸サンセンタープラザ社長に神戸サンセンタープラザ社長に神戸サンセンタープラザ社長に神戸サンセンタープラザ社長に安廣哲幸氏安廣哲幸氏安廣哲幸氏安廣哲幸氏がががが就任されました就任されました就任されました就任されました    
5月30日付けで前社長の眞田氏の後任として新しく(株)神戸サンセンタープラザの社長に就任された安廣

氏から皆様にメッセージをお預りしておりますのでご紹介させて頂きます。 

「この度、㈱神戸サンセンタープラザの社長に就任しました安廣哲幸と申し

ます。４月にこちらに参りまして強く感じますのは、街は毎日動いていると

いうこと。特にこの三宮地域は神戸の顔としてお客様の圧倒的支持の下に歩

み続けている、それは長年にわたる街の皆様の創意工夫と汗があればこそと

いうことです。ストリートミュージアムも大きなその一つ。文化の香りが街

の品格を高めお客様をお迎えする、人と人との繋がりの象徴として未来に引

き継がれ物語として育っています。人・品・料理・サービス・空間等々、常に魅力を高め、おもてなしを

実践する。そのような中にあって、私は何ができるのか。今の気持ちのベースとして、新しい名刺には“Ｋ“Ｋ“Ｋ“Ｋ

ＯＢＥＯＢＥＯＢＥＯＢＥ    心やさしく心やさしく心やさしく心やさしく    街美しく”街美しく”街美しく”街美しく”と記しました。色々とご指導頂きながら精一杯頑張って参りますので、ど

うぞよろしくお願い致します。同時にざっくばらんなお付き合いもよろしくお願い致します」とのことで

す。すごくソフトでいて尚且つ芯の強さを感じる誠実な方という印象を受けました。これから宜しくお願

いいたします！！ 

 

★★★★2222 丁目タイムズフェイスブックページを開設しました丁目タイムズフェイスブックページを開設しました丁目タイムズフェイスブックページを開設しました丁目タイムズフェイスブックページを開設しました 
2 目タイムズが 2016 年で創刊 18 年となることを機に、Facebook に【ストリートミュージアム】神戸三

宮センター街 2 丁目タイムズのページを開設しました。街のことをさらに知って頂くように、2 丁目タイ

ムズの記事を中心に発信します。 

Facebook を利用されている方がおられましたら、是非いいね！いいね！いいね！いいね！

で登録をお願いします。 

Facebook で「ストリートミュージアム」

もしくは「2 丁目タイムズ」で検索する

か、スマートフォンをご利用でしたら、

QR コードからも確認していただけます。 

 

 

 

https://www.facebook.com/centergai2/ 

 

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
さる 6月 9日皆様ご存じの歌舞伎俳優、市川海老蔵さんの奥様麻央さんが一年八か月前から乳がんと闘っ

ているとの記者会見がありました。まだまだ幼い4歳と3歳の子供達を抱え、胸が詰まる思いがしました。 

「健康は何物にも代えがたいものである」..わかってはいても日頃の忙しさや、まさか自分には病魔は襲

ってこない..との勝手な思い込みなどがあり、日頃の健診を忘れがちになっていた今日この頃でした。 

本日筆者もいつも街ぐるみのインフルエンザ予防接種でお世話になっているサンセンタ―プラザ3階にあ

る竹村クリニックに定期検診に行って参りました。何かあっても早期発見が出来れば今の医学をもってす

れば何とかなるものです。ただ会社員は会社からの一年ごとの定期検診が義務づけられていますが、自営

業や専業主婦の方々にはそれはありません。日頃健診に行かない方々も一度考えてみては如何でしょうか。       

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ではいつでもご相談に気軽に応じて頂けますよ。 

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    サンプラザ 3F  Tel.078- 391-3131 診察時間：9:00～12:30  13:30～15:30 

                          休診日：木曜午後と土日祝祭日   
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★都心の再生と三宮の再整備★都心の再生と三宮の再整備★都心の再生と三宮の再整備★都心の再生と三宮の再整備    
平成 28 年 7 月５日 KOBE 三宮・ひと街創り協議会、ザ・ファースト合同の勉強会が開催されました。今回

の講師に久元喜造神戸市長を迎え“都心の再生と三宮の再整備”という内容で講

演して頂きました。沖縄県最後の官選知事の島田叡さんの事は何度もタイムズで

触れていますが、久元市長は以前、総務省の新規採用の際にも島田叡さんの話を

されていたそうです。久元市長は現状の神戸について説明される中で神戸の人口

は福岡にぬかれており、付け加えて京都の人口も川崎に抜かれている。つまり関

西の地盤沈下が進んでいて、今は東京圏の一人勝ちになっているのが現状だそう

です。神戸市は 3年連続人口が減少していて、神戸 2020 ビジョンとしては人口

減少の克服が大きなテーマになっているのだそうです。市長就任以来、三宮と都

市(ハーバーランドなど)の再生の為に市民から幅広く意見を聞いており、何処にどれくらいの予算と時間

を掛けるのかを模索しておられるとか。神戸の都心は「人の活動が生まれる場」、「新たなモノ、コトが

生まれる場」、「時間を過ごすのに最適な場が多く集まったエリア」であり、点在する場をつなぐインフ

ラが必要だそうです。それを実現するさまざまなプロジェクトが始まろうとしており、東遊園地の芝生化、

スタートアップオフィスの開設、バスターミナルの整備等などがあります。久元市長から直接お話を聞か

せて頂き、新しい神戸の展望にワクワクしますね。三宮センター街もより充実した商店街に進化すべく、

努力していかなければと思います。 

    
★★★★INACINACINACINAC 神戸レオネッサがセンター街で募金活動！神戸レオネッサがセンター街で募金活動！神戸レオネッサがセンター街で募金活動！神戸レオネッサがセンター街で募金活動！    
なでしこリーグの有力地元チームである INAC神戸レオネッサの選手達がユニフォーム姿で 22日(金)にセ

ンター街のアートスクエアで熊本地震の募金活動をされました。INAC 神戸と言

えば 2011 年のワールドカップでの栄光に貢献したスタープレイヤーが多く在

籍しており、大野選手、鮫島選手、近賀選手なども笑顔一杯で人々に募金のお

願いをされていました。選手の笑顔の効果は絶大で、募金の方も多くの方が寄

付して下さいました。そして同じ週の 24 日（日）にホームのノエビアスタジ

アム神戸でジェフユナイテッド市原レディースを迎えて17:00から試合があり、

選手達の闘志に満ち溢れた熱戦を観戦して来ました。前半はお互いに攻め手を欠き

無得点。後半早々の INAC ゴールの混戦から得点を挙げられ、そのまま 1-0 で敗退し

てしまいました。結果は非常に残念なものでしたが、選手の将来性を感じるプレー

も随所にあり、この先の飛躍に期待できるゲームでした。皆様も地元のノエビアス

タジアムに足を運んで INAC 神戸レオネッサを応援しましょう！！              

INAC 神戸レオネッサ ホームページ http://inac-kobe.com 

 

★読んでみてね★読んでみてね★読んでみてね★読んでみてね    
先日、城山三郎さんの著書「粗にして野だが卑ではない、石田礼助の生涯」を知人の紹介で読みました。

城山三郎さんは私も好きな作家で「雄気堂々」、「男子の本懐」などの代表作をワクワクしながら読んだ

思いがあります。この作品は第五代国鉄総裁の石田礼助さんの伝記みたいなもので、感銘を受けながら読

ませて頂きました。三井物産退職後当時の十河国鉄総裁、池田首相に乞われて国鉄総裁を受けられました。

在任中は、自ら「ヤング・ソルジャー」と称して「公職は奉仕すべきもの、したがって総裁報酬は返上す

る」と宣言し、国民の支持を得ました。当初は月 10 万円だけ貰っていて、さらに鶴見事故の発生後は、



給料を1円も受け取らず、1年あたり洋酒1本を受け取ったり、また国会質疑でも数々

の発言を残しています。国労と直接交渉したり、「黒い霧事件」の際は国鉄幹部に『接

待ゴルフはやめなさい』とたしなめるなど、財界出身ながらも国鉄内部に対して堂々

と意見を発したといういわいる男気があり他人の評価や評判を気にしないというス

ケールの大きな人の物語です。読ませて頂いた後、その男気に触れ不思議と清々しい

想いになっていました。お奨めの作品です。 

文春文庫「粗にして野だが卑ではない」  ￥576 

 

★島田叡氏が繋ぐ沖縄と神戸の友情！★島田叡氏が繋ぐ沖縄と神戸の友情！★島田叡氏が繋ぐ沖縄と神戸の友情！★島田叡氏が繋ぐ沖縄と神戸の友情！    嘉手納高校を訪問しました嘉手納高校を訪問しました嘉手納高校を訪問しました嘉手納高校を訪問しました    
沖縄県野球連盟会長の又吉さんの記事がきっかけで、夏の高校野球、沖縄代表として甲子園に出場した嘉

手納高校を激励するために 8月 5日（金）、KOBE 三宮・ひと街創り協議

会の久利会長他 5名で朝 8時に大阪の宿舎を訪ねました。 

神戸市水道局から御提供頂いた本家コウベウォーター「神戸の水だより」

（ペットボトル 48 本）と亀井堂の瓦せんべい（90 枚入り 24 箱）を差し

入れ、激励しました。久利会長からは、KOBE 三宮・ひと街創り協議会と

沖縄の繋がりの経緯や、差し入れ品の経緯、

神戸市須磨区出身で野球球児でもあった

最後の官選沖縄知事、島田叡 さんの沖縄への思いを繋ぐ激励のメッセ

ージを述べられました。特に 「島田さんが野球や人生で実行した、ベス

トを尽くす、全力でのプレー、 フェアプレーのスポーツマンシップの精

神で、皆さんも是非甲子園の グラウンドでも臆することなく実力を発

揮して下さい。神戸を代表し て応援しています」と挨拶されました。 

そして後日、ファイト溢れるプレーで群馬代表の前橋育英を撃破し、3回戦では強豪校、明徳義塾に前半 

圧倒されましたが、終盤に選手、ベンチそして応援席も一体になり、沖縄の勝利に対する諦めのない熱意

を存分に見せて下さいました。この経験は選手の将来に亘って勇気を与えてくれるでしょうし、私達にと

っても来年の沖縄のチームに対する期待が大いに持てるものになりました。来年も頑張って下さい！ 

 

★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介    アフラック専門店オープン！アフラック専門店オープン！アフラック専門店オープン！アフラック専門店オープン！店長さんからのメッセージ店長さんからのメッセージ店長さんからのメッセージ店長さんからのメッセージ    
『よくわかる！ほけん案内』はアフラックの専門店です。コンサルティングショップとして、近畿エリア

の直営店としては、3店舗目のオープンとなりました。白を基調とした開放的な店内のテーブル席で、ゆ

ったりとご相談頂けます。お客様に安心して相談頂けるよう、大切にしている姿勢を表した「5つの約束」

があります。お客様の“「生きる」を創る” ために、想いに沿った最善のご提案をしていきます。私達は”

親身になって聴く”ことを大切にしています。まずは、保険に関するお客様

の想いをぜひお聞かせ下さい。お客様の想いがこもった最適なプランを一緒

に考えましょう！お会いできる日を楽しみにしています。私達は地域に愛さ

れる店舗を目指しています。ぜひ、お気軽にお立ち寄り下さい。 

よくわかる！ほけん案内 三宮センター街店 店長 東山淳 

営業時間: 11：00～20：00   TEL: 0120-556-502   

予約  <http://www.aflac.co.jp/soudan/annnai/> 

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記 

今年の夏は暑いですね。気温もさることながら、参院選挙から始まり、都知事選、そしてリオオリンピッ

クでの熱き戦い、甲子園での熱戦、これ程色々集約された「熱き夏」も後僅か。しかしながら、私達の街、

センター街 2丁目の街創りに掛けた「熱さ」街創りに掛けた「熱さ」街創りに掛けた「熱さ」街創りに掛けた「熱さ」はこれからも続きます。Wi-hi の整備、ムービングライトの

設置、新たなアート作品の選定、第 9回「夢・未来号」への準備などなど、その「熱さ」「熱さ」「熱さ」「熱さ」はひと時も冷め

ている暇がありません。この街が「素敵な街だね」と、来街の方々からいつも評価して頂ける、その声を

目標にこれからも皆さんで頑張りましょう！！  



(上) 写真：飯塚富郎氏 
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★★★★神戸の新たな「神戸の新たな「神戸の新たな「神戸の新たな「別品別品別品別品

べっぴん

」を発信する“神戸別品博覧会”開催！」を発信する“神戸別品博覧会”開催！」を発信する“神戸別品博覧会”開催！」を発信する“神戸別品博覧会”開催！    

2016年10月3日から放送開始されるNHK朝の連続テレビ小説「べっぴんさん」

は三宮センター街2丁目で創業したファミリアの坂野惇子（ばんのあつこ）さん

がモデルのドラマです。 

ドラマの放映を機会に、神戸の魅力アップを図るチャンスと捉え、神戸を全国に

広く知っていただく官民一体のイベント「神戸別品博覧会」が開催されます。 

2丁目の旧メディテラスでは、全フロアにわたり神戸別品博覧会の商品販売とドラマ

の展示などを行い、神戸の魅力を発信します。神戸別品博覧会では、アシックスや神

戸みのりの公社など神戸の企業が、小山薫堂氏をはじめとする全国のクリエイターと

一緒に商品を開発し、センター街で販売するほか、インターネットや百貨店でも販売

して、神戸の新たな「別品」を全国に広めていくそうです。 

センター街でも、街をあげてこの取り組みを応援したいと思います。 

乞う、御期待！ 

神戸別品博覧会神戸別品博覧会神戸別品博覧会神戸別品博覧会    開催期間：開催期間：開催期間：開催期間：10101010 月月月月 5555 日～平成日～平成日～平成日～平成 29292929 年年年年 5555 月ごろ月ごろ月ごろ月ごろ    

主催：神戸別品博覧会実行委員会主催：神戸別品博覧会実行委員会主催：神戸別品博覧会実行委員会主催：神戸別品博覧会実行委員会        公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト：：：：http://beppinhttp://beppinhttp://beppinhttp://beppin----expo.com/expo.com/expo.com/expo.com/    

    

★街の取り組みと熱意が表彰されました！★街の取り組みと熱意が表彰されました！★街の取り組みと熱意が表彰されました！★街の取り組みと熱意が表彰されました！平成２８年度兵庫県献血功労感謝のつどい平成２８年度兵庫県献血功労感謝のつどい平成２８年度兵庫県献血功労感謝のつどい平成２８年度兵庫県献血功労感謝のつどい    

9 月 16 日、兵庫県医師会館にて「平成 28 年度兵庫県献血功労感謝のつどい」が行われました。この式典

は献血推進に長年協力している団体、個人を表彰するもので、当日は曇天の

中、多くの方々が出席されていました。今回、ザ・ファーストは「兵庫県献「兵庫県献「兵庫県献「兵庫県献

血推進協議会長感謝状」血推進協議会長感謝状」血推進協議会長感謝状」血推進協議会長感謝状」、、、、「日本赤十字銀色有功章」「日本赤十字銀色有功章」「日本赤十字銀色有功章」「日本赤十字銀色有功章」のダブル受賞となり、代

表として羽子田献血委員長が式典に出席しました。兵庫県副知事よりご挨拶

を頂き、厳かな雰囲気の中、式典は執り行われ、リンパ性白血病で骨髄移植

を行い、輸血を受けながら闘病された方の体験発表やアトラクションでは関

西学院大学グリークラブの合唱があり、素晴らしい歌声が会場を包みました。最後に兵庫県学生献血推進

協議会副会長（兵庫県内の学生献血推進ボランティアの代表）が「誓いのことば」として、これからの献

血推進の意気込みを力強く発表されました。健康な人のほんの少しの勇気で患者さんの生命を繋ぐことが健康な人のほんの少しの勇気で患者さんの生命を繋ぐことが健康な人のほんの少しの勇気で患者さんの生命を繋ぐことが健康な人のほんの少しの勇気で患者さんの生命を繋ぐことが

できるできるできるできる、この献血は代替えのない非常に尊い行為であります。しかしながら近年は特に若年層の献血離れ

が進み、将来的には大きな血液不足を招きかねない非常に厳しい現状があります。そのような中、今回の

式典に出席された、多くの団体や個人の方々に支えられ、血液事業は成り立っています。我々、三宮セン

ター街は今後も継続して献血推進活動をバックアップしていきたいと思います。 

  

★★★★INACINACINACINAC 神戸の文神戸の文神戸の文神戸の文会長にお聞きしました会長にお聞きしました会長にお聞きしました会長にお聞きしました“成功への道”“成功への道”“成功への道”“成功への道”    

平成 28 年 9 月 6日三宮・ひと街創り協議会とザ・ファースト合同の勉強会が開催されました。今回の講

師は INAC 神戸の文弘宣（ブン ヒロノリ）会長をお招きし“成功への道”というタイトルで INAC 誕生の

お話や企業経営についても講演して頂きました。熊本地震の募金をきっかけに神戸と沖縄の繋がりを通し



て今日の出会いにつながりました。INAC 神戸は女子サッカーがまだほとんど知られていない 15 年前にア

スリートに向けてのスポーツジムを神戸に作った事が始まりでした。その頃から

様々な企業に支えられ続けてこられたそうです。澤選手や川澄選手の INAC 神戸へ

の入団経過や、そのお二人が大活躍してワールドカップの優勝へと繋がり、そし

て女子サッカーに火がついて六甲アイランドにも専用の練習施設ができ、素晴ら

しい選手、指導者、そして環境が作られるようになった等々の生々しいお話を伺

いました。これは企業にも同じことが言えるそうです。これからも社会貢献に力

を入れて行きたいとおしゃっていました。明るく楽しいお話をして頂いた文会長、

ありがとうございました。皆様もINAC神戸を応援しにスタジアムに行きましょう。 

 

★今年もインフルエンザの予防接種ですよ！★今年もインフルエンザの予防接種ですよ！★今年もインフルエンザの予防接種ですよ！★今年もインフルエンザの予防接種ですよ！    

ようやく暑かった夏も終わりを告げ、初秋の季節になろうとしていますね。季節の移り変わりは早いです

から、すぐに気温が下がり始め、今度は風邪やインフルエンザの心配をしなくてはいけなくなります。 

そこでセンター街 2丁目では今年も組合員の皆様に健康で仕事に励んで頂こうと、今年も例年通りインフインフインフインフ

ルエンザの予防接種を無料で受けて頂くルエンザの予防接種を無料で受けて頂くルエンザの予防接種を無料で受けて頂くルエンザの予防接種を無料で受けて頂くことになりました。2016 年もインフルエンザ A型が流行しており、

去年と同じ「A-H1N1-2009 型」と「A香港型」と呼ばれる二つのタイプが大流行しているのだとか。 

10 月の中旬から予防接種を受けられますが、抗体ができるまでには約 2週間が必要であり、流行のスター

トする 11 月に間に合う様に早めの接種が望まれます。予防接種の案内が組合事務所から配布されますの

で、それを受け取った貴方は「竹村クリニックへＧＯ！！」「竹村クリニックへＧＯ！！」「竹村クリニックへＧＯ！！」「竹村クリニックへＧＯ！！」    

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.078-391-3131 

        診療時間：10:00～13:00   14:00～17:00 （木・日・祝の全日及び土曜の午後は休診） 

 

★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介    galicie  luxegalicie  luxegalicie  luxegalicie  luxe    オープンオープンオープンオープン    

新しいとってもお洒落なレディースのセレクトショップが誕生しました。それが“galicie  luxegalicie  luxegalicie  luxegalicie  luxe”です。 

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します。 

「定番や流行のアイテムは勿論、それだけでは物足りないと感じているお洒落に敏

感な淑女に“プラスアルファプラスアルファプラスアルファプラスアルファ”のテイストを加えたアイテムを取り揃えています。秋

の新作では着心地・デザインを兼ね備えた着心地・デザインを兼ね備えた着心地・デザインを兼ね備えた着心地・デザインを兼ね備えたカーディガン、コー

ト、ブルゾンなどが毎月沢山入荷しており、それに加えて綺麗綺麗綺麗綺麗

なシルエットのパンツやスカートなシルエットのパンツやスカートなシルエットのパンツやスカートなシルエットのパンツやスカートを取り揃えています。シルエ

ットの美しいパンツはなかなか見つけ難いものですが、当店で

はデニムは勿論の事、テーパードパンツやガウチョパンツなど

多くの種類が入荷されていますので、お気に入りの一本が必ず

見つかります。トータルコーディネートなどのご相談も含め、

当店スタッフが丁寧に御対応いたしますので、是非ご来店ください！」とのことです。

実際に商品を拝見させて頂きますと、シンプルな中にソフィスティケートされたアイテムばかりで、秋の

一品に加えたくならずにはいられない優れものでした。貴女も一度お店をご覧になって下さい！！ 

galicie luxegalicie luxegalicie luxegalicie luxe  営業時間 10:00～20:00   定休日は年末年始のみ   Tel.&fax.  078-333-9003 

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    

神戸市は 13 日に神戸空港の運営権を民間に売却するための実施方針を発表しました。現在神戸空港は運

用時間や発着枠などの規制で利用客数が伸び悩んでいますが、もし空港の運営権が売却され、「「「「3333 空港協業空港協業空港協業空港協業

体制」体制」体制」体制」になれば、そうした規制も緩和され利用客数も伸びる可能性があります。2019 年に控えているラグ

ビーワールドカップでは国内だけではなく、多くの外国人観光客も神戸に訪れることが予想され、そのた

めにも神戸空港の発展は外せない事案なのだと考えています。私達の街、神戸がより多くの方々のホスト

役になれるよう神戸市には頑張って頂きたいですよね。 
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★ナイトミュージアム★ナイトミュージアム★ナイトミュージアム★ナイトミュージアム    オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー        ～讃太陽から～讃太陽から～讃太陽から～讃太陽から 20202020 年年年年    もっと光を！～もっと光を！～もっと光を！～もっと光を！～    

阪神大震災で大きく傷ついた私達の街。その試練から何とか立ち直ろうと復興のテーマに掲げたのが「ア「ア「ア「ア

ートストリート構想」ートストリート構想」ートストリート構想」ートストリート構想」です。我々センター街 2 丁目では街全体をミュージア

ムとイメージし、「ストリートミュージアム」とネーミングして、これまでに

毎年一つずつ、路面に全国の作家の作品を 11 体収蔵して来ました。最終的に

は 20 体まで作品を収蔵する予定ですが、讃太陽像から 20 年を機に「ストリ

ートミュージアム」を夜間も楽しんで頂けるように、アーケードにムービン

グライト照明を常設する運びとなりました。素晴らしい作品と光や音楽の演

出を愉しんで頂き、防犯への一助にもなればと願っています。来月の 11 月

14 日（月）の 20:30 分からセンター街 2 丁目の特設会場でそのオープニング

セレモニーが開かれます。セレモニーには久元神戸市長や音楽を作曲し、演

奏して頂いている神戸の音楽家、天宮 遥さんも出席されます。「ナイトミュ

ージアム」のお披露目となる当日にはお仕事帰りの組合員の皆様にもできるだけ多く参列して頂き、素敵

な光のショーを楽しんで頂ければと思います。是非ご覧になって下さい。お楽しみに！ 

 

★箱根ポーラ美術館に行ってきました★箱根ポーラ美術館に行ってきました★箱根ポーラ美術館に行ってきました★箱根ポーラ美術館に行ってきました    

先日箱根一泊旅行の際、ポーラ美術館に行って参りました。現地に行ってみて分かったことは、この箱根

地域には多くの美術館がある事です。「箱根森の美術館」、「ガラスの森美術館」、「星の王子様ミュージー

アム」、「ラリック美術館」等々、車で 30 分圏内に沢山の美術館がありました。特にポーラ美術館では 2016

年 9 月 10 日から 2017 年 3 月 3 日まで「ルソー、フジタ、写真家アジェのパリ」と題した特別展が行われ

ており、その迫力に圧倒されました。また収蔵品にはモネ、ルノワール、ピカソ等の

有名な画家の作品が多数観られ、多くの来館者で溢れていました。その帰りにラリッ

ク美術館に寄り、心ゆくまで楽しみました。 

箱根までは新名神、新東名高速道路を使い、約 5時間ほど。思ったよりも近くに感じ、

機会があれば、また立ち寄って美術館巡りをしたくなりました。あいにく当日は雨で

富士山は見ることが出来ませんでしたが、名物のじねんしょのとろろそばを食し、満

足して帰神しました。実はガラスの森美術館やポーラ美術館にあるレストランはとて

も美味しいレストラン、喫茶店の評判の高い美術館はまず間違いないというのが私の

実感です。 

箱根ポーラ美術館 http://www.polamuseum.or.jp 

 

★第★第★第★第 9999 回「夢・未来号」の準備が始まっています回「夢・未来号」の準備が始まっています回「夢・未来号」の準備が始まっています回「夢・未来号」の準備が始まっています    

早くも来年の実施で 9 回目となります「「「「KOBEKOBEKOBEKOBE 夢・未来夢・未来夢・未来夢・未来号号号号・・・・沖縄」沖縄」沖縄」沖縄」の準備の

第一弾として、9月 27 日（火）から 30 日（金）まで、神戸の街衆を代表し、

沖縄に表敬訪問に行ってまいりました。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まいります。今回も

久利会長を初め、㈱神戸サンセンタープラザの安廣社長他計 6名が、那覇市



の城間市長、糸満市の上原市長、金城副市長、本部町の高良町長など沖縄の重鎮の方々など 20 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

りました。3 泊 4 日の訪問日程でしたが、訪問先が多く、大変タイトなスケジュールでした。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ことが私達は最も大切な事と思っています。三宮の街衆の「熱い想い「熱い想い「熱い想い「熱い想い」

を伝えて来ました。                            

 

★★★★Free  WiFree  WiFree  WiFree  Wi----FFFFiiii    のサービスが始まります！のサービスが始まります！のサービスが始まります！のサービスが始まります！    

昨今はスマートフォンが必需品のようになってきました。ちょっとした調べ物やお店の検索等、大変便利

なこのスマートフォン。しかしながら気になるのがそのスピードと使える容量ですよね。また、海外から

のお客様などは新しく契約しないと日本国内で自由にインターネットを使える事はありません。よくマク

ドナルド等に海外のお客様が大勢おられるのをたまに見かけます。有名ファーストフード店等には Free Free Free Free 

WiWiWiWi----FFFFiiii が引かれているのです。誰でも無料で利用でき、しかも料金は無料。スマートフォン利用者にとっ

てとても優しく便利なシステムなのです。来月の初旬にセンター街 2丁目にこの Free WFree WFree WFree W----FFFFiiii が設置される

ことになりました。来街者の方々に、とことん 2丁目を楽しんで頂けるようにと決定いたしました。勿論

従業員の方々も利用できますよ。近日中に説明会を行う予定ですので、事務局からのお知らせを楽しみに

お待ち下さい。安全・安心で綺麗な街を目指してきましたが、さらに便利で人に優しい街の機能が新たに

追加されることになりますね。  お問い合わせ：二丁目組合事務所 Tel.078-331-3091 

 

★べっぴんさん放映開始！“神戸別品博覧会”開催中です★べっぴんさん放映開始！“神戸別品博覧会”開催中です★べっぴんさん放映開始！“神戸別品博覧会”開催中です★べっぴんさん放映開始！“神戸別品博覧会”開催中です    

いよいよ 2016 年 10 月 3 日に NHK 朝の連続テレビ小説「べっぴんさん」がスタートしました。三宮センタ

ー街 2丁目で創業したファミリアの坂野惇子（ばんのあつこ）さんがモデルのドラマで、舞台地である神

戸がたくさん登場します。特別な想いでご覧になっている方も多いのではないでしょうか？ 

三宮センター街 2丁目でも神戸別品博覧会がスタートし、前日の内覧は多くの人々で賑いました。神戸別

品博覧会では、神戸の新しい「別品」を発信する事業の紹介や販売があったり、ドラマとタイアップした

洋食が食べられたり、特設セットで朝ドラの主人公の気分を味わえたり、実際に撮影で使われた小物（ヒ

ロインが刺しゅうしたハンカチやあの”革靴“も！）が展示されたり、ドラマを

見ている方はもちろん、ここを訪れるとドラマを見たくなるような楽しい企画が

展開されています。しかも、神戸別品博覧会は一

過性のイベントにとどまらず、期間中はもちろん

期間終了後も、新しい商品が次々と発信される予

定です。ドラマの展示は放映の進行をたどるよう

に内容が変わっていくそうですので、早めに訪れ

た方がいいですよ！ 

 

 

神戸別品博覧会神戸別品博覧会神戸別品博覧会神戸別品博覧会    開催期間：開催期間：開催期間：開催期間：10101010 月月月月 5555 日～平成日～平成日～平成日～平成 29292929 年年年年 5555 月ごろ月ごろ月ごろ月ごろ    

主催：神戸別品博覧会実行委員会主催：神戸別品博覧会実行委員会主催：神戸別品博覧会実行委員会主催：神戸別品博覧会実行委員会        公式公式公式公式サイトサイトサイトサイト：：：：http://beppinhttp://beppinhttp://beppinhttp://beppin----expo.com/expo.com/expo.com/expo.com/    

 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    

皆さんは NHK の朝ドラ「べっぴんさん」を見ていますか。神戸を舞台とした

このドラマ、懐かしさや温かさ、涙ありで私は毎日欠かさずに見ています。

ここで耳寄り情報です。番組の最後にいつも「私たち幸せの四つ葉のクロー

バー」と題して、一般ご家族からの投稿写真が映されています。実は 2丁目

の毛利マークの藤井さんのご家族の楽しげな写真が採用された模様です（写

真参照）。とっても幸せそうな奥様と 3人のお嬢様達。本当に心温まりますね。

放送は来月吉日ですので、是非お見逃し無きように！！ 

左から久利理事長、ファミリア 岡崎社長、

フェリシモ 矢崎社長 

シナモンティーのシーンを再現した展示 
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2222 丁目で丁目で丁目で丁目で KOBEKOBEKOBEKOBE    Free WiFree WiFree WiFree Wi----FiFiFiFi ご利用いただけますご利用いただけますご利用いただけますご利用いただけます 

★★★★ナイトミュージアムナイトミュージアムナイトミュージアムナイトミュージアム    点灯式点灯式点灯式点灯式    

タイムス 10 月号でもお伝えしましたが、センター街 2丁目の「アートストリート構想」の一環として、

ナイトミュージアムの点灯式が 11 月 14 日（月）の午後 8時半からセン

ター街 2丁目の特設会場で、多くの来賓

をお招きし、約 100 名の関係者と共に行

われました。久利理事長が冒頭「神戸市

が進めている“神戸らしい夜間景観をめ

ざして”という指針にも対応し、光でアー

ト作品を照らし、街に新しい一ページを

加えることになる。こんな街をこれから

も愛してほしい」と挨拶されました。そして来賓の代表として久元喜造神戸市長から祝辞を頂戴した後、

光の動きに合わせた素敵な曲を作曲された地元神戸の音楽家である天宮 

遥さんが紹介され、さらに今回のプロジェクトに多大なる御協力を頂いた

株式会社SHINエンタープライズさんに久利理事長から感謝状と記念品が手

渡されました。そして久利理事長、久元神戸市長、天宮さんの三人による

「点灯」の呼び声で魅力溢れる曲と共に、鮮やかなムービングライトがア

ート作品や通りを照らして街に華を添えていました。観光客の皆様にも「セ

ンター街を通れば夜も安心だし、ナイトミュージアムも観られるよ」と思

って頂けるのではないでしょうか。これからも期待が膨らみますね。                      

 

★センター街２丁目研修★センター街２丁目研修★センター街２丁目研修★センター街２丁目研修旅行旅行旅行旅行    in Hong Kongin Hong Kongin Hong Kongin Hong Kong    

平成 28 年 11 月 9 日～11 日まで 25 名で香港へ研修旅行に行ってきました。早朝からご用意頂いたバスに

て関西空港へ。午前 10 時発の ANA にて快適に香港へ到着

しました。市内観光の後、生活感溢れる市場やトランスフ

ォーマーのロケ地などを視察してホテルへ向かいました。

香港は活気もあり、多くの人種や様々な建築物が立ち並び、

神戸とは時間の流れや熱気の違いを感じました。ペニンシ

ュラホテルにチェックインしてマネージャーさんから新

しくなったアイパッドの使用方法

などを教えて頂き、とても美味しい

オレンジジュースで移動の疲れが

少し軽くなったようでした。夕食会は香港で話題のミシュ ラン3つ星レストラン

に行き、雰囲気も素敵で中華でありながらフランス料理の 様でした。2日目は香

港島へ行きました。フェリーに乗って香港島に行きました が、こちらは日本の丸

の内の様でビジネスマンや多く人々で歩くのも大変なく らいでした。ビル群は

もちろんのこと、ショッピングセンターが巨大で驚いてし まいました。トラムに

乗ったり地下鉄に乗ったりして隅々まで見て回った後、夜 には北京ダックを食



べに行きました。来店者のほとんどが地元の人達ばかりで生の香港を見せて頂きました。その後、ショッ

ピングを楽しんだり、夜の街を散策したりしました。最終日になりペニンシュラホテルのロビーにて朝食

を取りましたが、もともとイギリス領だったなごりがあり、ここでのアフタヌーンティーなども有名です。

優雅に紅茶やフルーツなどを頂き気分がとても和みました。ホテルのアーケードでお土産など買い物をし

て、帰国の途に就きました。この旅行を企画して頂いた方々や、お世話をして頂いたセントラルツアーズ

様、本当にありがとうございました。 

    
★行って来ました、すごいです★行って来ました、すごいです★行って来ました、すごいです★行って来ました、すごいです    
先日、滋賀にある「佐川美術館」に行って参りました。名神高速瀬田西インターから約 15 分、湖畔の美

しい景色を楽しみながらのドライブ。佐川急便創立 40 週年を記念し、平成 10 年に建てられた美術館です

が、数々の賞に輝いたこの外観を観られただけでも来てよかったと思わせる

ものがあります。ここでは日本画家の平山郁夫館、彫刻家の佐藤忠良館があ

り、それぞれに圧倒的な作品の数々が観られます。特に私は平山郁夫先生の

「シルクロードシリーズ」に感銘を受けました。さらに併設された新館には、

これも日本を代表する陶芸家 15代楽吉左衛門の作品が展示されていました。

この新館には本当に驚かされました。その展示スタイルが斬新で、異空間に

でも迷い込んだ様でした。また茶室も併設されており、要予約ながらもたし

なむことが出来るようです。お天気に恵まれた日に来館されるのはもちろん

楽しいのですが、雨が降っている少し薄暗い天気での来館も美術館自体が水

の中に浮かんでいるような幻想的な雰囲気になり、とても魅力的です。是非

一度来館してみては如何でしょうか。お奨めです。 

また、帰りに車で十分ほど琵琶湖大橋を堅田方面に渡ったすぐのところに近

江牛で有名なレストラン「農家レストランだいきち」があり、牧場直営レストランならではの素晴らしい

品質でありながらリーズナブルな近江牛を堪能することが出来ます。筆者一押しですので是非お試しくだ

さい！詳細は下記ホームページにてご確認ください。 

佐川美術館  http://www.sagawa-artmuseum.or.jp/  Tel.077-585-7800 休館日：毎週月曜日（祝日 

       に当たる場合はその翌日） 開館時間：9:30～17:00（最終入館は 16:30 迄） 

レストランだいきち http://omibeef.com/   Tel.077-572-112  毎週水曜日定休                      

          Lunch 11:00～14:00(Lo 13:30)   Dinner 17:00～22:00(Lo 21:30) 

★試してみましたか？速いですよ★試してみましたか？速いですよ★試してみましたか？速いですよ★試してみましたか？速いですよ    
今月初めより 2 丁目に KOBE Free Wi-Fi が導入されたのは 2 丁目タイムスの先月号でお知らせしました

が、皆様は利用されましたか？パスワードも必要なく、フェィスブックやグーグルアカウントで簡単に認

証され、しかもスピードはとても早いです。動画もサクサク見られて、全くストレスなく快適です。各店

舗でも入り口付近ではサクサク使えますので、各店舗のフェィスブックやホームページの更新などにも大

いに利用できます。お客様にも教えて上げて下さいね。きっと喜ばれると思います。 

安心、安全で綺麗な街に加えて、便利で人に優しい街へと日々精進して行きたいものです。 

    

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    

記事の中でも触れましたが、センター街 2丁目にまた新たな魅力が生まれました。それがナイトミュージ

アムですが、ただ物販のお店が揃った通りというのではなく、街そのものにコンセプトがあり、ストーリ

ーがなければ街の輝きや魅力は薄れていくばかりです。街創りにせよ、人を引きつけるイベントにせよ、

そこには必ずしっかりした物語りがあるものだけが成功しているように思います。ナイトミュージアムは

アートをテーマにした街を夜間にも見事に照らし出してくれるばかりではなく、「美しい神戸」という印

象をさらに高めてくれるはずです。もちろん組合員の皆様による日頃の美化活動なしにこのアートストリ

ートが成り立たないのは言うまでもありません。つまり組合員の皆様の小さな努力の積み重ねこそがこの

街を魅力溢れるものにしてくれるのです。これからも人に優しい笑顔とおもてなしの心で御来街の方々を

お迎えしましょう。 



 
The 2 Chome Times 平成２平成２平成２平成２８年８年８年８年１２１２１２１２月号月号月号月号 

NO1NO1NO1NO1 のプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざしてのプレミアムストリートをめざして    

                            ＮＯＮＯＮＯＮＯ２２２２２２２２3333．．．．    
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2222 丁目で丁目で丁目で丁目で KOBEKOBEKOBEKOBE    Free WiFree WiFree WiFree Wi----FiFiFiFi ご利用いただけますご利用いただけますご利用いただけますご利用いただけます 

 

★ライトアップ★ライトアップ★ライトアップ★ライトアップについて学びましたについて学びましたについて学びましたについて学びました    

12月6日（火）にファーストと街創り協議会との合同でのライトアップについての勉強会が開かれました。

講師は 2丁目のナイトミュージアムでもお世話になった（株）LEM 空間工房の代表取締役の長町志穂先生

です。勉強会のタイトルは「パブリックライティング 激変する世界の夜間空間」でした。現在の照明デ

ザイナーの仕事は主に三点あり、①「新しい物をより魅力的に」 ②「古い物

を再生する」 ③「人の行為を創り出す」というものだそうです。以前の照明

はポールを立て、その先に電球を付けてそれで終わりというものでした。その

ため明るさの基準が何ルクスと定められていて、その基準をたとえ満たしてい

ても景観は薄暗くしか見えなかった。電球ばかりが目立って建物には光が届か

ないという結果になるというものです。それが欧米は主流で建物などの鉛直面

を照らすことにより、建物を含めた景観が明る

く見えるだけではなく、より魅力的に見えると

いうことです。もちろん LED 照明の開発成功が大いなる技術的進歩だった

ことは言うまでもありません。つまり小さな器具が使え、メンテナンスが

容易なため、今までは困難だった個所にも照明器具を取り付けることがで

きるようになり、さらに光の点滅や強弱がコントロールでき、自由な色彩

を取り入れることも可能です。こうした技術の進歩と照明のコンセプトの

変化により、街創りでの照明には「色温度の統一」、「光をデザイン」、「樹

木が主役」の三要素が重要になって来ているそうです。幸いなことに神戸

市では官民協力のもと、「光のマスタープラン」で総合的に街の照明を進めて行く方向になっています。

これからもこの動きを加速させて、美しい光で充ちあふれた街を創っていきたいですね。 

    

★★★★絶賛発売中！『絶賛発売中！『絶賛発売中！『絶賛発売中！『KOBEKOBEKOBEKOBE・三宮物語』～三宮復興の軌跡と明日への飛翔～・三宮物語』～三宮復興の軌跡と明日への飛翔～・三宮物語』～三宮復興の軌跡と明日への飛翔～・三宮物語』～三宮復興の軌跡と明日への飛翔～    

「KOBE 三宮・ひと街創り協議会」が、三宮センター街商店街振興組合結成 70 年を迎えた節目に、戦後か

ら阪神・淡路大震災を経た三宮の復興再建の軌跡をまとめた記念誌『『『『KOBEKOBEKOBEKOBE・三・三・三・三

宮物語』宮物語』宮物語』宮物語』を発行しました。より親しまれる読み物にと、歴史の流れの中に人間

の群像をドラマチックに描きながら、当時の写真と共に掲載。俵万智さん、桂

文珍さん、もんたよしのりさんら、ゆかりの著名人による三宮への想いも紹介

されています。「戦後の復興期」「日本経済の成長期」「華やかなポートピア’81

の時代」「阪神・淡路大震災」「新世紀を迎えた街の現在と将来」という視点で

三宮を見つめ、街を守り続けてきた三宮街衆の不屈のドキュメントです。ジュ

ンク堂書店（神戸市内・西宮・芦屋・姫路店）、三宮インフォメーションギャラ

リー“三宮 HATENA”、さんちかインフォメーション、べっぴん博覧会会場、神戸

市立博物館 ほかで販売。 

頒価 1,400 円（税別）。 

問合せ 神港ジャーナル社 ☎078-392-5577 kobe-c@beach.ocn.ne.jp 



 

    

★今年も一年間、美化活動に御協力ありがとうございました！★今年も一年間、美化活動に御協力ありがとうございました！★今年も一年間、美化活動に御協力ありがとうございました！★今年も一年間、美化活動に御協力ありがとうございました！    

今年最後の美化活動がいつもの様に第三火曜日の 20 日に行われました。総勢で 40 名余りと、大勢の方に

参加して頂きました。いつも組合員の皆様に多大なる御協力を頂いており、心から感謝申し上げます。清

掃業者に丸投げをした第三者によるものではなく、街の当事者である私達自

身がこの美化活動を進める事に意義があり、意味があります。それは業者に

お支払いをする予算をケチッているのではなく、私達の心意気を内外の方達

にお示しするのと同時に、私達の街を愛する心も持って頂きたいからです。

もちろんストリートミュージアムを来街者の方々に気持ち良くご覧になって

頂くという大きな意味も含まれています。そして来年も内外から多くの方々

が来街されます。美しい私達の街を御見せしたいですね。来年も皆様の御協

力を是非お願いいたします。 

 

★★★★ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました含含含含羞の人羞の人羞の人羞の人    

さる 11 月 26 日、神戸地下街株式会社 河合修様がご逝去されました。河合様は 1973 年（昭和 48 年）、

さんちかタウンがオープンしてから 7年程経った時に入社され、以来 40 年以上

に亘っていつも神戸三宮・さんちかタウンと神戸の事を考えて来られました。体

は大きくてお顔はこわもて、しかしながら神経が細かく様々な事柄に細かい配慮

をされ、しかもとっても恥ずかしがり屋で愛すべき人柄でした。そのため何か問

題が起こった時にも「河合さんならば何とかしてくれるはず」と皆様からの信頼

感も絶大で、常務室にはいつも河合さんを慕う人々がおられるといった光景をよ

く目にしました。所謂親分肌で本当に面倒見の良い方でした。心よりご冥福を申

し上げます。また会いましょう。 

 

★掲載されました★掲載されました★掲載されました★掲載されました    
神戸公式観光サイト「フィール神戸」http://www.feel-kobe.jp/2 に 2 丁目のナイトミュージーアムが取り

上げられました。「イベント一覧を観る」をクリッ

クして頂き、3 ページ目です。そこには「三宮セン

ター街 2 丁目ではアートストリート構想の一環と

して、街全体をミュージ

アムと考え、ストリート

ミュージアムの名称のもと、毎年 1 つ、路面に全国の作家の作品 11 体を収蔵

し、来街されるお客さまに楽しんで頂いています。夜間もストリートミュージ

アムを楽しんで頂けるように、アーケードに LED ムービングライト照明を常

設し、光と音楽の演出を愉しんで頂く、“ナイトミュージアム”をオープンし

ました」と説明され、写真も掲載されています。是非一度ご覧ください。                            

                                    掲載された写真の一枚 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    
早いものでこのタイムズも今年の最終号となりました。今年を表す一文字の漢字は「金」でしたが、皆様

の一年はどうだったでしょうか。今年はリオオリンピックのような華やかな時もありましたが、世界情勢

を見てみると必ずしもそういった雰囲気ではなく、むしろ強い個性のある指導者に人気が集まり、台頭し

ており、不安感すら感じます。その不安感を払しょくはできなくても、私達にできることはぶれずに目の

前の仕事を誠実にこなしていくことだけですね。来年の街創りもまたぶれるこ

となく、着実に一歩一歩進めて行くことが私達に与えられた責務だと考えてい

ます。ストリートミュージアムも充実してきましたが、これも皆様、一人一人

の日頃からの御協力があればこそと心から感謝しております。来年もこれまで

と同様、「人にやさしく」「人にやさしく」「人にやさしく」「人にやさしく」、「美しく「美しく「美しく「美しく安全な安全な安全な安全な」街を実現するべく皆様の御理解、

御協力を切にお願い申し上げます。一年間、御愛読ありがとうございました。



どうぞ良いお年をお迎え下さい。 


