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★阪神・淡路大震災 22 年、追悼式と献血活動
今年で阪神・淡路大震災から 22 年が経ちました。6400 名以上の尊い命が奪われたあの大災害から年月が
経つにつれ、その記憶が薄れてしまったり、震災を知ら
ない世代が増えて来ているのが現実ではないでしょう
か。しかし日本は災害大国であり、イザという時のため
にもこの記憶を風化させるわけにはいかず、今年も 17
日の 11 時から追悼式と献花を行いました。多くの一般
の方々も献花に加わってくださいました。そして例年通
り街ぐるみで進めている献血活動も行いました。厳冬の
中、ティッシュをお配りするとともに、献血の御協力へ
のお願いを積極的に行いました。冬場はどうしても献血される方の人数が減
りがちですが、献血で採取された血液にも当然のことながら使用期限があり、
そのため常に新たな血液が必要です。どうかこれからも皆様の御協力をお願
い致します。

★INAC 神戸が皇后杯を手にしました！
私達が応援する INAC 神戸レオネッサが年末の 25 日、昨年と同じ顔合わせとなるアルビレックス新潟レ
ディース相手に勝利を収め、二年連続となる第 38 回皇后杯全日本女子サッ
カー選手権大会優勝という栄冠を手にしま
した。会場は千葉にあるフクダ電子アリー
ナで、戦いは両チームとも激しい攻撃をし
かけましたが、延長戦まで含めて得点がで
きず、PK での決定戦となり、ゴールキーパ
ーの武仲選手のファインセーブで INAC 神
戸が 5-4 で勝利しました。関係者の方々だけではなく、地元のチームである INAC 神戸の勝利は私達にと
っても大きな勇気を与えてくれるものであり、これからの期待も高まるものですね。頑張れ INAC！！

★とんかつむさし 川飛さんがテレビに出ます！お相手は…
好評放送中の NHK 朝の連続テレビ小説「べっぴんさん」ご覧になっていますか？
ドラマのモデルは三宮センター街 2 丁目で創業したファミリアの坂野惇子さん
です。その坂野さんにスポットをあてた番組が放送されます。BS-TBS の「高島
礼子・日本の古都～その絶景に歴史あり～という番組で 2 月放送予定の 2 時間ス
ペシャルで坂野惇子さんの足跡を女優の高島礼子さんが神戸の研究をされてい
る高木先生と辿るというもの。12 月末に神戸別品博覧会会場で撮影され、坂野
惇子さんを知っている人として、当時ファミリアのお隣だった「とんかつむさ
し」の川飛さんが高島礼子さんのインタビューを受けました！さすがは川飛さ
ん、女優さんを前に一発ＯＫでした。高島礼子さんという“べっぴんさん”を

左から神戸居留地研究会の高木さん、高島礼子
さん、とんかつむさし 川飛さん

前にして、ハッスルしていたのかもしれませんね！神戸の歴史と合わせて、川飛びさんの勇姿（？）をぜ
ひご覧ください。
番組名：BS
BSSP「べっぴんさん
番組名：
BS
-TBS 高島礼子・日本の古都～その絶景に歴史あり～特別編 2 時間 SP
「べっぴんさん 坂野惇
子～その素顔と真実～」／放送日時：
顔と真実～」／放送日時：2017
子～その素
顔と真実～」／放送日時：
2017 年 2 月 17 日(金)21 時から

★行って来ました
先日、鳥取県大山にある植田正治写真美術館に車で行って参りました。この美術館は生地である山陰の自
然を舞台に、被写体をオブジェのように配置する独特の技法で多くの有名作
品を残してきた写真家植田正治氏（1913 年 3 月 27 日 - 2000 年 7 月 4 日）
の作品を展示しています。植田正治氏は、鳥取県西伯郡境町（現境港市）出
身で、国内のみならず世界的にも評価の高い写真家です。鳥取砂丘を舞台に
した「砂丘シリーズ」の大胆な空間構成は、今なお色褪せることなく、私達
に新鮮なインパクトを与えてくれます。最近では、シンガーソングライタ
ー・俳優の福山雅治さんが師事。 ここは著名な建築家高松伸氏が設計し、のどかな田園風景にぽつんと
現れる外観は、植田正治氏のスタイルに見られる「無機質さ」をそのまま表現したかの様です。眼前にそ
びえる大山そのものを建築意匠として取り入れるなど、周囲環境との調和も一見の価値があると思います。
館内には、彼が生涯に撮影した膨大な作品が展示され、2 階には、カメラの内部にいるような感覚が体験
できる映像室が公開されています。建物自体が一つの芸術の感があり、館内にある池には正面にある大山
が逆さに映り、いわゆる「逆さ
「逆さ大山
大山」
「逆さ
大山
」が観られるのも見どころの一つです。帰りにそこから 10 分のとこ
ろに「山の駅大山望」があり地元自慢の野菜やお肉などがお手軽価格で入手でき、私はそこで現地自慢の
山芋を買い自宅でお好み焼きを作り食しました。絶品でした。神戸から米子道
を通り大山高原スマート IC まで約 3 時間。そこからたった 5 分で着くことが
出来ます。近くに温泉もあり日帰りドライブにはもってこいの旅程だと思いま
す。冬季は 12 月 1 日から 2 月 28 日まで休館となっていますので 3 月以降に春
のドライブがてらに如何でしょうか。
植田正治写真美術館 営業時間 9:00～17:00 火曜日定休
12 月 1 日から 2
月 28 日まで休館
TEL:0859-39-8000
ホームページ http://www.japro.com/ueda/

★街の新年会、美味しい料理でしたよ
新年最初の街の行事である新年会がいつもの中華料理店「悠苑」で 5 日（木）に午後 6 時から行われまし
た。参加者は御招待客も含めて 46 名で、冒頭、
久利理事長の御挨拶の後、来賓を代表して四
国銀行神戸支店長執行役員の熊沢慎一郎様よ
りお祝いの御挨拶を頂ました。そして岸野副
理事長の乾杯の音頭で神戸ワインの乾杯とな
り、前菜となるオードブルから料理がスター
トしました。どの料理も本当に美味しく、
フカヒレのスープは特筆ものでした。楽しい時間はアッと言う間に過ぎ、今年の仕事に懸ける鋭気を頂い
て帰途につきました。今年は仕事の都合などで参加ができなかった組合員の皆様も、どうぞ来年は御参加
下さい！

★編集後記
新年明けましておめでとうございます。平成 29 年になりましたが、その「平成」も 30 年で終わりだとか。
今は「平成生まれ」と言えば「新世代」という感覚ですし、昭和とは違って新しさが溢れている感じです
が、その感覚も新元号が出来て何年かすれば徐々に薄れて行くのでしょう。でも街の生命観や躍動感は元
号が変わっても維持して行きたいですよね。これからもその気持ちだけは失わないようにして行きたいと
思います。
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★ナイトミュージアム稼働変更時間のお知らせ
もうお手元に「ナイトミュージアム稼働時間変更について」というお知らせが届いたかもしれませんが、
三宮センター街が参画している date.KOBE FESTA 2017 が 2 月 7 日（火
曜日）から 3 月 31 日（金曜日）まで開催されます。そのため、通常
20:30 からの稼働時間を FESTA 開催期間中の金・土曜日には 18:30 か
らに変更されます。通常ですと店舗の照明とアーケードの照明がほぼ
なくなる時間に稼働していますが、各店舗が営業されている時間での
稼働となるため、アーケードの照明が通常より暗くなり、店舗の照明
はそのままの状態でムービングが点灯（ムービングライトと共に流れ
る曲は営業時間を考慮して 19:30 からになります）しますので少しわかりにくくなりますが、組合員の皆
様も店舗におられるお客様に積極的に「ナイトミュージアム」の周知活動をして頂ける様にお願い致しま
す。

★インフルエンザは予防が一番！
この冬はインフルエンザとノロウイルスが大流行してしまいました。そのインフルエンザに関して、いつ
も街がお世話になっている産業医の竹村先生から注意を喚起するコメントを頂いておりますのでご紹介
します。
「今年のインフルエンザの特徴としては、A 型インフルエンザが年末より比較的早い流行が認めら
れたことと、40 度を超える高熱や倦怠感といった全身症状が比較的軽かったことです。このため罹患した
場合は一般に一週間程度の自宅安政が必要になりますが、完治以前に外出されたり、職務に復帰されたケ
ースが多くなり、さらに流行に拍車をかけた印象があり
ました。インフルエンザはただの風邪とは違い、全身症
状を伴い肺炎などの合併も多く、抵抗力の弱い乳幼児や、
御高齢の方には特に危険な疾患です。ご自身では体力に
自身もあるし、インフルエンザぐらいと思われている方
も、お家にその様な方がおられる場合はやはり注意が必
要です。インフルエンザをはじめ、感染症は予防が一番
ですのでインフルエンザワクチンは 10～11 月に早めに
接種されることをお勧めします」との事です。折角 2 丁
目で無料のワクチン接種ができるのにもかかわらず、日頃の忙しさを理由に接種を受けられなかった方は
来期は必ずワクチン接種受けて下さい。
竹村クリニック：神戸市中央区三宮町 1-8-1 サンプラザ 3 階
Tel.078-391-3131
診察時間 ９:30～12:30 13:30～16:30 (木曜午後・土・日・祝日休診)

★date.KOBE FESTA 2017 “結んで つないで！”スタンプラリー開催中
2014 年から毎年バレンタイン・ホワイトデーの期間に開催している date.KOBE FESTA。今年は「待ち合わ
せからはじまるデート」をテーマにスタンプラリーを開催。「待ち合わせスポット」「date スポット」「ゴ

ール 生田神社」の 3 ヶ所のスタンプを集めると生田神社でオリジナル絵馬がもらえます。神戸を代表す
る待ち合わせ場所だった阪急神戸三宮駅北側の「さんきたアモーレ広場（通称：パイ山 デコボコ広場）
」
が工事のため閉鎖され、
「どこで待ち合わせたらいいの？」という神戸っ子の嘆きの声が広がっています。
一方、あの手この手で、神戸でのデートを応援することを目的と
している『date.KOBE プロジェクト』は、「待ち合わせ場所が無
いのは“デート”にとってもピンチ！」と考え、さんきたアモー
レ広場の工事囲いの壁に「代わりの待ち合わせ場所」を提案する
巨大な装飾を設置、今回のスタンプラリーのテーマも「待ち合わ
せ」にしました。待ち合わせスポットとして、ここ三宮センター
街の「アートスクエア」も選ばれました。センター街などで配布
しているリーフレットを持っているだけで受けられるオトクな
おもてなしも用意されていますので、みなさんも、カップルや、ご家族、お友達と神戸でデートを楽しん
でみては？
date.KOBE FESTA 開催期間：2017 年 2 月 7 日～3 月 31 日 公式サイト：http://datekobe.net/

★神戸市ドコモ見守りサービス（実証事業）へ御協力をお願いします
皆様のお手元には既に資料が配布されましたが、神戸市とドコモとの協働で小さなお子様や、お独りでは
不安な御高齢の方々の安全を「見守る」
「見守る」ためにアプリが開発され、それをできるだけ多くの一般のスマー
「見守る」
トフォンユーザーにインストールして頂こうというプロジェクトが進行中です。その仕組みはお子様や高
齢者の方々に「
タグ」
「BLE タグ
」という小型電池を内蔵した発信機のようなデバイスを持ってもらい、
「見守りサ
ポーター」のアプリをインストールしたスマートフォンユーザーが近くにいれば自動的にお子様や高齢者
ポーター」のアプリ
の方々の位置情報が保護者の方々に知らされるというものです。スマートフォンユーザーは最初にアプリ
をインストールし、設定画面で「Bluetooth を ON」及び「現在地情報を使用する」を常に許可して頂けれ
ば、後は何もする必要はありません
後は何もする必要はありません。スマートフォンを携帯していさえすれば、もう「見守りサポーター」
後は何もする必要はありません
の一員です。是非下記のＱＲコードからアクセスして頂いて皆様もサポーターの一員になって下さい！
問い合わせ先：神戸市創造都市推進部内 神戸市ドコモ見守りサービス実証事業事務局
（対応日時：土日祝日、年末年始を除く平日 8:45～17:15） Tel.078-322-6462
Mail: ble_mirai@office.city.kobe.lg.jp

Android 版見守り応援隊 QR コード

ios 版見守り応援隊 QR コード

★編集後記
神戸市は 2017 年度、三宮―神戸空港間で連節バスの運行実験に乗り出すそうです。これには久元神戸市
長が公約に掲げておられたバス高速輸送システムである BRT が導入される予定で、神戸空港へのアクセス
の緩和に役立つことが予想されているのだとか。さらに今年は神戸港開港 150 周年にあたり、クルーズ船
誘致に弾みをつけるため今月の 13、14 日に世界の姉妹校や近隣のアジア諸国など、17 の国と地域から港
湾関係者を招き「神戸国際港湾会議」も開かれました。空港と港、そして今進んでいる三宮駅の改修工事
など都市にとってこれらの重要な施設に明るいニュースで、私達も嬉しい限りです。神戸を訪れる観光客
がさらに増えることが予想され、私達もその「おもてなし」に全力を注げるように、その心構えと準備が
必要ですね。皆様の素敵な笑顔と細やかな心配りを、どうぞ出し惜しみすることなく全力で注いで下さ
い！
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作品収蔵式典
★第 12 回ストリートミュージアム 作品
収蔵式典
毎年、桜咲く季節に新しいアート作品が三宮センター街 2 丁目のストリートミュージアムに収蔵されます
が、今年も 4 月 8 日（土）に第 12 作目となる陶芸家 國吉清尚（せいしょう）先生の「珊瑚文焼〆壺（さ
」が収蔵されます。國吉先生（1943～1999）は昭和 18 年 9 月 28 日に首里南殿に生
んごもんやきしめつぼ）
まれ、沖縄の土と炎で沖縄の陶器を制作した生粋の沖縄人で空手家でもあったそ
うです。先生がどれ程陶芸に情熱を傾けていたかを示し
ている御長女の真由美さんに宛てた手紙があるそうで
す。それには「トーゲイの道へ二十四時間タイセイでの
ぞまれて、愛すべき作品を貴殿の手の中から心の内から
泉の如くわき出して、止まることを知らずというふうに
必ずなることを切に切に望みまふ」とあるそうです。そ
して先生は「焼き締め」という釉薬を使わず、土と炎の
力だけで焼き締める技法に向かわれました。その炎の温度は 1300 度にまで達し
たとか。なんとも凄まじい熱意ですよね。このような素晴らしい作品がストリートミュージアムに加わる
というのは本当に貴重で、光栄なことですね。皆様もどうぞ式典にご注目ください！

★“来て、見て、食べてみやざき県 ファースト勉強会”
平成 29 年 3 月 7 日、KOBE 三宮・ひと街創り協議会とファーストとの定例となる合同の勉強会がセンター
プラザで開催されました。今回は宮崎県の今を発信しておられる宮崎県
大阪事務所の向畑公俊所長から“来て見て食べてみやざき県”をテーマ
に講演をして頂きました。地方再生のおり、「今あるものをどう生かす
か？」や「物産・観光」などの紹介をして頂きました。神戸との関わり
は宮崎フェリー就航やソラシドエアーも宮崎が中心なことからご縁が
拡がりました。以前新婚旅行などで観光が盛んでしたが、年々減少し苦
戦していましたが、宮崎にある観光資源を生かしてＰＲしようと言う機
運が高まってきているそうです。ＰＲ映像を見せて頂きましたが、「天孫降臨の地の高千穂峡」、日向市
の「ひょっとこ祭り」など神話にまつわる風光明媚な映像でした。古事記編纂 1300 年などをアピールし、
海外の方々に人気が出たそうです。スポーツをサポートして春季キ
ャンプ地獲得にも力を入れ、国内外からもチームが来て下さるそう
です。グルメも多彩で宮崎牛、鶏の炭火焼、完熟マンゴー、生きん
かん、それに加えて焼酎も人気で、出荷量は二年連続１位を保持し
ています。神戸から宮崎へはカーフエリーが毎日就航しています。
農産物もフェリーによって運ばれています。これからもっと神戸と
の繋がりも増えてくると思いますし、私達も期待しています。貴重
なお話をありがとうございました。
（ 高千穂峡 ）

沖縄ＧＯＧＯ！
★沖縄ＧＯＧＯ
！ ハイサイフェア in KOBE 三宮
神戸開港 150 年・ソラシドエア神戸空港就航 5 年 記念イベント
今から 130 年前、明治 18 年（1885 年）に神戸―沖縄間で航路が開設され、双方の間には人・物・文化の

交流が脈々と続いています。そしてこの程國吉先生の作品がストリートミュージアムに収蔵され、さらに
神戸開港 150 年及びソラシドエア神戸空港就航 5 年を記念し、上記のイベントが開催されます。4 月 5 日
～11 日に島田叡元沖縄県知事を紹介するパネル展を皮切りに、美ら島
財団、美ら海水族館主催の「洋蘭飾花」が三宮センター街やさんちか等
で行われ、4 月 8 日の収蔵式典の日には沖縄エイサー演舞や、「夢・未
来号」でお世話になっている「うたバス」の皆様の三線によるコンサー
トが開かれ、国際会館では早稲田大学文学学術院文化構想学部教授、丹
尾安典氏による公演「作陶の貴人・國吉清尚」と題した講演会も開催さ
れます。その他、沖縄ブックフェア（ジュンク堂書店）、沖縄フェア（そごう神戸店）などなど、サテラ
イト会場の神戸空港ターミナルでのイベントも含め注目のイベントが目白押しです。皆様も時間が許され
る方々はどうぞ楽しいひと時をお楽しみ下さい。

★LIGHT IT UP BLUE 世界自閉症啓発デー
毎年 4 月 2 日は世界自閉症啓発デーとして世界の有名なランドマークがブルーにライトアップされます。
これに合わせて 2 丁目のナイトミュージアムも 2 日から 8 日までブルーが使われ
ます。そして皆様に楽しみながら自閉症の事をもっと知って頂こうと下記のイベ
ントも予定されています。

【LIUB とロハス・ミーツのコラボイベント】
2017 年 4 月 1 日(土)・2(日) 10:00~17:00 頃まで 神戸港中突堤にて人と自然に
優しいお店が神戸の港に 100 店舗以上集まります。美味しい楽しいロハスな２
日間をいっぱい楽しんでくださいね！ 両日とも BLUE に輝く特設ステージに
て心も Hot！になる音楽イベント開催！
【バルーンリリース】
世界中が青い光でつながる 4 月 2 日(世界自閉症啓発デー)のエンディングセレモニーとして、想いを
乗せた青い風船を神戸の空にリリースします。感動の瞬間をぜひご一緒に！2017 年 4 月 2 日 17:00
頃(早まる可能性があります) 先着 500 名様
センター街でも近日中に啓発のビラ配りが行われる予定です。それを観てご興味のある方は是非楽しいイ
ベントにもご参加ください！
NPO 法人あっとオーティズム ホームページ http://happy-autism.com/
コラボイベントの詳しい情報
http://liub-lohas.com/

★生田神社 新宮司に日置さんが就任されます
この一月下旬に生田神社の六車宮司がご逝去されましたが、その後任に権宮司で
あられる日置春文氏が、手続きを経て四月に新宮司になられることが内定しまし
た。その御挨拶に 14 日（火）、三宮センター街二丁目振興組合の事務所を訪ねて
来られました。日置氏は御挨拶の中で「六車宮司は高潔で優れた宮司でした。自
分は力足らずではあるが、全力で頑張りたい。三宮地域の皆様には日頃から地域
を上げてご支援を頂いており、この地域がこれからも生田神社と共に盛り上がる
ように尽力したい」と仰っておられました。そして街からお祝いに田村孝之介画
伯の絵画を日置氏に贈りました。

★編集後記
神戸市がメリケンパークを再整備し、4 月 5 日（水）にリニューアルオープンされます。芝生広場を倍増
し（1 万 2500 平方メートル）、中央の通路沿いには桜が 50 本植樹され、夜はライトアップも行われるそ
うです。想像するだけで美しい風景が頭に浮かびますね。「夜も安全で美しい街、神戸！」という印象が
ますます揺るぎ無いものになりそうで嬉しいばかりです。私達の街のナイトミュージアムも微力ながら、
その「印象」に役立っているはずです。桜の季節ですね。大いにこの季節を楽しみましょう！！
※松平健さんらが出演する音楽祭（5 月）、国内外の帆船を誘致する海フェスタ神戸（7、8 月）などの開
港 150 年目記念イベントが予定されています。詳しくは下記のホームページまで。
www.kobeport150.jp/event/index.htm
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ハイサイフェア前夜祭とストリートミュージアム
★ハイサイフェア前夜祭と
ストリートミュージアム 第 12 回収蔵式典
4 月 8 日（土）に第 12 作目となる陶芸家國吉清尚（くによしせいしょう）さんの「珊瑚文焼〆壺（さんごもん
やきしめつぼ）
」の収蔵式典がありましたが、その前日に「沖縄 GOGO！
ハイサイフェア in KOBE 三宮」の前夜祭が、教会カフェ、フロインド
リーブ本店で開催され、厳かでお洒落な空間が皆さんを迎えしました。
前夜祭には、城間那覇市長、上原糸満市長、花城美ら島財団理事長ら沖
縄から 40 名が、神戸からは岡口神戸市副市長、新
居 ANA 関西支社長はじめ街衆 45 名が参加し、沖
縄と神戸の交流を深めました。席上、糸満市が「大
度（おおど）浜海岸」に計画している「ジョン万次郎上陸之地記念碑」建立のための
寄附金 17 万円を久利計一協議会会長から上原糸満市長に手渡しました。この地は、
島守の塔のある平和記念公園からすぐ近くにあり、久利会長は、「来年から KOBE
夢・未来号で沖縄を訪れる子供さん達にも観てもらい、ジョン万次郎のように世界
へ羽ばたく視野、夢を未来に持ってもらいたい」と話しました。上原市長も「来年
2 月の完成予定で、多くの人に訪れてほしい」と応じました。美ら島財団からは、豪華な洋ランが届けら
れ、会場は一段と華やかなムードに包まれ、大いに盛り上がった前夜祭になりました。そしてその流れの
まま翌日の収蔵式典となり、タイムズの先月号でもご紹介した陶芸家國吉清尚氏の作品が久元神戸市長、
城間那覇市長、上原糸満市長、陶芸家國吉真由美氏（清尚氏御長女）、それに夢・未来号に参加の子供さ
ん達等々の手によって除幕されました。翁長沖縄県知事の祝電も届き、國吉真由美氏の御挨拶の後、久元
神戸市長と城間那覇市長からご祝辞を頂きました。その後ライブへと移り、沖縄で子供さん達がお世話に
なっている「うたバスによるミニコンサート」や「沖縄エイサー」などが行われ大いに盛り上がりました。
ますます充実するストリートミュージアムにこれからも御期待下さい！

★“作陶の貴人・国吉清尚” “友クニヨシ、父セイショー” 講演と対談
平成 29 年 4 月 8 日沖縄の陶芸家國吉清尚さんの作品を三宮センター街 2 丁目の“ストリートミュージア
ム”に収蔵しましたが、これに合わせて、神戸港就航 150 周年、沖縄
航路 130 周年記念の一環として、神戸と沖縄の文化交流促進の為にゆ
かりの方々をお招きして講演会と
対談が行われました。場所は神戸国
際会館で、講師として早稲田大学文
学学術院文化構想学部教授の丹尾
安典（たんおやすのり）氏にお越し頂
き、國吉さんについてエピソードを交え熱く講演して頂きました。國
吉さんの名が広く知れるようになったのは丹尾先生が開催に携わった
2006 年の早稲田大学において開催された“沖縄の壷体・國吉清尚”でありました。ミリ単位にこだわって
作品を展示し、大盛況を得たそうです。その際の展示作品もスライドで見ることが出来ました。その後、
ＮＨＫの日曜美術館に取り上げられて全国に知れ渡るようになりました。國吉清尚は秦秀雄氏とも交流が
あり、秦は骨董の目利きとしては有名な人物で白州正子の師匠でもあり、陶芸に造詣が深く、民芸運動華
やかなりし頃活躍した人です。そういう関係から日本民藝館の沖縄の作品の多くは國吉さんが集めたそう

です。秦は國吉さんの土瓶に惚れたそうですが、後半からはよりアーティストらしい作品を作りだしたそ
うです。約 1 時間に亘る講演の後、丹尾安典先生、比喜正詔（ひがせいしょう）氏 (公益財団法人沖縄協会
専務理事)、そして國吉さんの御長女の真由美さんの 3 名による対談が行われました。泡盛を交わしなが
らの和やかな対談で、それぞれの国吉清尚についての熱い思いを語って頂きました。その中で「清尚は沖
縄の宝であり、今注目を浴びていることに驚いている。私達の清尚から離れていっている感じがして寂し
い気もするが、全国に知れ渡った今では仕方が無い。これからも彼は沖縄の宝で有り続ける」との言葉が
印象的でした。また、街の宝物が増えました。

★行って来ました
先日東京出張の際に新国立美術館で開かれていたミュシャ（1860～1939）展に行って参りました。フラン
ス、アール・ヌーヴォーの代表的な画家として知られる彼の代表作はもちろん
ですが、この展示で一番の注目を集めているのは、ミュシャが 50 歳のときに
故郷のチェコに戻り、晩年の約 16 年を懸けて制作した一大プロジェクト『ス
ラヴ叙事詩』
。ミュシャのチェコ国民、スラヴ民
族としての誇りと想いが描かれているこの全 20
作が公開されるのは、チェコ国外では初めてだそ
うです。写真にある様に縦 6 メートル横 8 メートルのキャンパスに圧倒的な
迫力で描かれているこの絵には彼のルーツであるスラブ民族の苦難と栄光の
歴史が描かれており感動の一語でありました。東京に御寄りの際は是非一度
ご覧になってみる価値はあると思います。お奨めです。2017 年 6 月 5 日（月）まで現在開催中！

★新店舗紹介 DIFFERENCE オープン
センター街 2 丁目に新しい仲間が加わりました。それがオーダースーツのお店、DIFFERENCE です。
マネージャーの佐々木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。
「DIFFERENCE は今までのスーツ作りとは全く違う、革新的なスーツブランドです。お一人お一人の好
みに合わせて最適化したサービスのご提供を目指しております。また店内のサービスだけでなく、ご予
約・ご来店・オーダー発注・お渡し、更にはその後までのあらゆる過程を楽しんで頂けるシステムとなっ
ております。サイズデータや購入データをショップ任せではなく、ブランドアカウントをお作り頂くこと
で、お客様自身のパーソナルデータを基にインターネットでオーダー体験を楽しんで頂けるようなスタイ
ルになっています。オーダースーツはなんとなく敷居が高いイメージがあると
思います。それを誰もが分かりやすく、簡単にいつでも自由にオーダーを楽し
んで頂けるオーダーシステム。ショップも一つのツール、インターネットも一
つのツール、二つをお客様の好みに合わせて自由にご利用して頂けるブランド
サービス。それが DIFFERENCE です」とのことです。
何か新しい体験ができそうなワクワク感一杯の楽しそうなショップですね。今
までのスーツに満足できていない紳士諸君、これは DIFFERENCE に行くしかないですね！
ディファレンス神戸三宮店；神戸市中央区三宮町 2-11-1 センタープラザ西館 1F-123
Tel.＆Fax.078-325-1821
home page http://difference.tokyo/

★編集後記
8 日に行われた収蔵式典の後でアートスクエアの舞台上で行われた沖縄の方々によるパフォーマンスは見
事で、周りの聴衆の方々からも拍手喝采を浴びていましたが、特にエイサー演
舞は気迫の籠った素晴らしいものでした。沖縄で活動す
る「那覇太鼓 with KOHANA」の小学生から高校生が中
心になってライブを行って下さいました。沖縄エイサー
は本来、お盆の時期に現世に戻って来る祖先の霊を送迎
するため、若者達が歌と囃子に合わせ地区を練り歩くも
のだそうです。最後の官選知事の故島田叡さんも沖縄の苦難の歴史に想いを馳せなが
ら、特設ギャラリーから御覧になっておられたと思いますが、彼らの島人（シマンチ
ュ）としての誇りも強く感じられ、胸に迫るものがありました。これからも神戸と沖
縄がお互いの文化を理解しながら絆が深まれば嬉しいですね。
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★遥かなるルネッサンス 神戸市立博物館
現在、神戸市立博物館で展示が行われているのは「遥かなるルネッサンス 天正遣欧少年使節がたどった
イタリア」という特別展です。遥か 400 年の昔、織田信長が本能寺に倒れる 4
か月前の 1582 年 2 月（天正 10 年 1 月）にイエズス会の巡察師ヴァリニャーノに
率いられて 4 人の少年が長崎港からローマをめざして
出港しました。彼等は後に「天正遣欧使節団」と呼ば
れます。キリシタン大名の大友、有馬、大村三氏の名
代として選ばれた 4 人は日本におけるキリスト教をさ
らに深めるために欧州へ派遣され、2 年半に及ぶ苦難の船旅の末、ポルトガルに
到着し、スペインを経て、イタリアに到着します。そして各地で歓待を受け、西
欧社会の法と正義、民主の歴史に触れ、見聞を深めます。そして 8 年余りに亘る
ヨーロッパの旅から帰国した時は 22 歳前後になっていました。彼らはその後キリスト教徒への弾圧とい
った苦難の人生を歩むことになります。まだ 10 代半ばであった 4 人が初めて目にしたであろうヨーロッ
パの文化・芸術に対する驚きは今では想像も出来ないくらい大きかったに違いありません。実際に博物館
で観賞してみると、全ての作品はもちろん素晴らしいものばかりでしたが、印象に残ったのは少年の一人
だった「伊藤マンショ」からフェッラーラ公爵アルフォンソ 2 世・デステにあてた
礼状が残っていて、それがイタリア語でしかも美しい書体で書かれていたことでし
た。他言語を学ぶ方法が乏しかった時代に、あれほど立派なイタリア語での手紙に
は驚くばかりでした。本展ではルネッサンスの香りが漂うフィレンツェ・ローマ・
ベネチア・ミラノなど各都市からの美術品が揃う素晴らしい展覧会になっています
ので、どうぞ皆様も訪ねてみて下さい！
神戸市立博物館：特別展は 7 月 17 日まで開催 休館日は月曜日（7/17 は開催）
神戸市京町 24 Tel.078-391-0035
伊藤マンショの肖像

★ライト・イット・アップ・ブルー2017
★ライト・イット・アップ・ブルー2017 の御礼とご報告
過日、世界自閉症啓発デー・発達障害啓発期間中のライト・イット・アップ・ブルー（LIUB）JAPAN2017
開催にあたり、センター街 2 丁目でもナイトミュージアムにブルーの光を当てることで
協力しましたが、その報告と御礼が LIUB 実行委員会委員長の佐伯さ
んよりありました。それによりますと今やこの運動に参加している
国々は 150 か国以上で、日本でもライトアップ箇所だけで 45 都道府
県 208 カ所以上になるのだそうです。現在その活動の多くは各地の主
催団体により独自にライトアップや LIUB キャンペーンにちなんだ
様々なアイデアを凝らしたウオーク、コンサート、映画上映会、チラ
シ配布、イベントなどが開催されているのだそうです。佐伯さんの NPO 法人「あっと
オーティズム」でも LIUB 日本大使としてオーティズムアウェアネスを呼び掛け、オーティズムの子供さ
ん達を含む全ての人々のためにより良い健康的な社会を願い活動をしていかれるそうです。そしてこの運

動を温かく受け入れている三宮の街衆に感謝するとともに、引き続きこの意義ある啓発活動の継続にご高
配賜ます様とのお願いがありました。これからも皆様の御理解と御協力をお願い致します。

★「コネクト神戸」若手商業者ら 20 名、久元神戸市長と交流！
三宮を中心とした都心の再整備や開港 150 年を迎えた神戸港周辺のウォーターフロントの開発などが進行
する中、都心の商店街では、大型テナントやナショナルチェーンが増加し、街創りのあり方が課題となり
つつあります。そんな中、
「コネクト神戸」という名前で、これからの神戸
「コネクト神戸」
の中心市街の担い手となるべき若手商業者や商店街関係者の垣根を超えた
ゆるやかなネットワークが形成されつつあります。コネクト神戸は、三宮
センター街、サンセンタープラザ、元町商店街、トアロード、大丸前、南
京町など都心の商店街で商売をしながら、商店街振興や企画を担う 30～40
代のメンバーで、月に 1 回程度集まって意見交換や情報共有などを行って
います。今回の交流会は、久利理事長からの「若い世代の人たちも市長と食事でもしながら交流してはど
うか？」という提案を受け、コネクト神戸の中から有志が参加して実現。コネクト神戸のメンバーは、自
分たちが関わる事業や街の様子を伝えながら、久元市長と神戸の現状と将来像について、意見を交わしま
した。久元市長と共に同じ鍋を囲みながら、市長のお人柄を感じつつ、終始和やかな雰囲気の中、これか
らの都心の街創りを真剣に考える素晴らしいきっかけとなりました。
コネクト神戸にご興味ある方は、2 丁目企画担当の藤井（毛利マーク）までお問い合わせください。

★新店舗紹介
★新店舗紹介 i Smile オープン
アートスクエアの南西の角、ジュンク堂の道を隔てて西側に私達の新しい仲間が増えました。人気の
iPhone の関連のお店です。店長の比護さんのメッセージをご紹介します。
「4 月 29 日に三宮センター街に iPhone ケース＆リペアショップ “i Smile” がオ
ープンいたしました。スマホが大きくなって、手に余る大きさで何度も落として
しまった・・・そんな人も多いのではないでしょうか？i Phone に関しては特に
i Phone6 以降、大きく滑りやすい形になっています。落としどころが悪いと画面
が割れたり、使えなくなったり、フレームが曲がってしまったり、本体や画面に
傷がついてしまいます。そうなるのを避けるためにも、i Phone ケースは頑丈な
ものを選びたいですね。大事な i Phone を落とす前に、落下による衝撃を吸収し
てくれる i Phone ケースはいかがですか？可愛いケース、人気のケースを多数取り揃えております。貴方
だけの素敵なケースを見つけて下さい♪ また当店では i Phone の液晶パネルの修理、バッテリーの交換
を行っております。即日仕上げ、最短
即日仕上げ、最短 30 分でのお渡しが可能ですので、ショッピングついでに
i Phone
分でのお渡しが可能
を綺麗にしませんか？是非一度お立ち寄りください★スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしておりま
す！」
とのことです。
実際にお店にお邪魔いたしましたが、本当に魅力的な商品ばかりで、私自身の i Phone
ケースを即、新しいのに買い換えました。可愛いのはもちろんですが、ショックを吸収してくれそうな柔
軟性のある素材で大満足でした。どうぞ皆様もご自身の i Phone を新しいケースに入れてみませんか！！
i Phone Case&repair i Smile
営業時間：11:00～20:00 Tel.078-599-7375
年末・年始以外は無休

★編集後記
先日、近くでショッピングの帰りにフルーツフラワーパークに行ってきました。三つの小屋が並んだ「フ
ァームサーカス」が誕生しており、地元で愛される食の作り方や食べ方を学ぶイベントを楽しんだり、旬
の食材をたっぷり使った体にやさしい料理を食べられる様になっていて、
施設自体が大きな進化を遂げていました。個人的には窯で焼いたピッツア
がとても気に入り、また味わいたくて仕方ありません。もちろん駐車場料
金は無料で、しかもなんと入園料自体も無料ですので皆様もご家族でのお
出かけに是非フルーツフラワーパークを訪ねてみて下さい。お奨めです
よ！！
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★第 44 回三宮センター街 2 丁目商店街振興組合通常総会が無事終了しました
さる 5 月 26 日（金）第 44 回センター街 2 丁目商店街振興組合通常総会がサンセンタープラザ西館 6 階に
於いて開催されました。今年の総会は会場の中央に生花を飾り、川西英先生
の神戸百景が貼り込まれた屏風を正面に配し、ストリートミュージーアムを
展開する 2 丁目にふさわしい華やかな雰囲気の中で行われました。
久利理事長の挨拶で始まり議長の上田会長の議事進行で、第一号議案の
「平成 28 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、
街創りの現状と未来の方向性を再確認しました。
また、
POB の森川浩孝社長から最近の街の治安状況や暴力団の近況などお話し頂き大変勉強になりました。最
後に来賓の神戸市経済局観光局長の小原一徳様より 2 丁目の街創り、コンセププトが素晴らしいとの御挨
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。

★「昭和の至宝」を観てきました
先日、愛知県の豊田市美術館に行って来ました。ずばり東山魁夷画伯の唐招提寺御影堂障壁画を一度見た
かったからです。この作品は画伯が多くの苦難を乗り越えて中国から来日し、唐招提
寺を開基した鑑真和上に捧げるため、日本や中国各地を歩いてス
ケッチを重ね、幾度も構成を練り、まさに全身全霊を持って打ち
込まれた作品で、68 面のふすまに描かれたその絵画は圧倒的な迫
力で迫ってまいります。滅多に観られないため人気も高く、会場
のみならずチケット売り場から大混雑でした。この美術館は常設
展示の作品もクリムト、エゴンシーレや藤田嗣冶など世評の高い
作品群を収蔵していて、それらも観ることができ充実した一日で
した。
豊田市美術館 東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展

★勉強会 神戸市長 久元氏を講師にお招きしました
6 月 6 日（火）に神戸市長久元氏をお招きし、
「神戸観光の現状と今後の取り組み」について勉強会がサ
「神戸観光の現状と今後の取り組み
ンセンタープラザで行われ、神戸市が直面している観光についての問題点などを説明して頂きました。そ
れによりますと、まず神戸はインバウンドのお客様を取り込めていない。優
待特典付 IC カード型乗車券である ONE DAY PASS を利用している外国人
訪日客の関西での周遊状況を調べてみると、京都を訪れた人の 57.9%が京都
に宿泊するのに対して、神戸を訪れた人は 26.1%にしかならず、その意味で
は最近は和歌山県（和歌山には高野山などがある）にも劣っている。原因は
観光客の関心がショッピングから日本の文化や歴史に関心が移っているこ
とが考えられる。もちろんホテルや旅館のキャパが足りていないのかもしれ
ないが、神戸はリゾート型の街ではなく、京都・奈良・鎌倉に比べ、ストーリー性も少ないといったこと

も理由に考えられる。では「神戸は何をすべき」
「神戸は何をすべき」なのでしょうか。一つには山・海・洗練された街並みを
「神戸は何をすべき」
ブラッシュアップすること。その例として東遊園地の芝生化と人が集まるファーマーズ・マーケットが年
間 40 回程度行われていて結果が出ている。フルーツフラワーパークの大改修や、さらにはメリケンパー
クの大改修も行われ、将来新しい桜の名所になるだろうし、夜のライトアップも華やかになって来ている。
そして芸術・文化の発展（先日開催されたフルートコンテストなど）を市民の力を借りながら推し進め、
それを世界に発信する事が大事
世界に発信する事が大事。インフラの整備として観光バス乗り場の集約化や BRT（バス高速輸送
世界に発信する事が大事
システム）といった新たな公共交通システムの導入の検討も考えられているそうです。
もちろん最終的にはインバウンドだけではなく、
「神戸に来てもらい、お金を使って頂く」にはどうすれ
ば良いのかを日々研究しておられるそうです。私達も行政だけに任せておくのではなく、誠意と真心のこ
誠意と真心のこ
もった接客といった基本的な御もてなしをより磨いていかなければなりませんね。久元市長、貴重なお話
もった接客
をありがとうございました。

★ライト・イット・アップ・ブルー2017
★ライト・イット・アップ・ブルー2017 の御礼とご報告
過日、世界自閉症啓発デー・発達障害啓発期間中のライト・イット・アップ・ブルー（LIUB）JAPAN2017
開催にあたり、センター街 2 丁目でもナイトミュージアムにブルーの光を投影して協力
しましたが、その報告と御礼が LIUB 実行委員会委員長の佐伯様よりありました。それ
によりますと今やこの運動に参加している国々は 150 か国以上で、日本でもライトアッ
プ箇所だけで 45 都道府県 208 カ所以上になるのだそうです。そしてこの運動を温かく
受け入れている街衆に感謝するとともに、引き続きこの意義ある啓発活動の継続にご高
配賜ます様にとのお願いがありました。これからも皆様の御理解と御協力をお願い致し
ます。

★新店舗紹介
特に女性には興味のある新店舗が 2 丁目にオープンしました。女性の「美」をサポートする「HABA」で
す。そのハーバーさんからのメッセージをご紹介致します。
「センター街 3 丁目から 2 丁目へ移転してまいりました無添加主義のハーバー
です。HABA の社名は Health Aid Beauty Aid「美と健
康を助ける」の略で、これを実現するために無添加主義
を貫いてきました。肌には本来、自らすこやかに、美し
くなろうとする力が備わっています。だからこそ大切な
のは肌に負担の掛かる成分は使わず、良質な成分を不足している分だけ与えて、
その力を引き出すこと。これからも安全で高品質の商品をお届けすることによっ
て、多くの方の美と健康を応援していきます。ハーバーの一番のお奨め商品はス
クラワンオイル（化粧オイル）[スクラワン 100%]、ハーバーの スクラワンオイ
ルは乳液・クリームの代わりにたった一滴。肌のバランスを整え、ふっくらした
赤ちゃんのような肌に導きます。またママのスキンケアから赤ちゃんのボディケアまでお使い頂けます。
ショップハーバーでは、お客様の肌悩みに合わせたご提案商品をお手元でお試しいただけます。お気軽に
ご来店下さいませ」とのことです。美しい肌は女性の憧れ！貴方もお店に寄るしかないですね！！
Shop HABA 三宮センター街 2 丁目店 営業時間：11:00～20:00 定休日：年末年始 Tel:078-325-2880

★編集後記
早くも梅雨の季節になりました。今年は空梅雨のようですね。
「梅雨」の語源にも「梅
の実が熟す頃であること」や、
「この頃は湿度が高く、カビが生えやすいことから“黴
雨”と呼ばれ、それが同じ音の“梅雨”に転じた」など、諸説があるようですが、ジメ
ジメした嫌な季節というだけではなく、花や緑が美しく見え、実りの雨とも捉えられ、
日本人にしか味わえない素晴らしい季節だと考えれば、結構この季節を楽しめそうで
すよね。ただやはり食中毒にだけは気を付けて体調を整えたいものですね。
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★沖縄全戦没者追悼式
梅雨明け直後の本格的な暑さが到来した 6 月 23 日（金）
、今年も糸満市摩文仁の平和祈念公園で「沖縄全
戦没者追悼式」が行われ、久利理事長をはじめ三宮の街衆 6 名が参列い
たしました。
摩文仁を訪問する前に、すぐ西側
にあるジョン万次郎がアメリカか
ら帰国時に上陸した大渡浜海岸に
も立ち寄り、海岸とはいえその景
色が本土のそれと余りに異なるこ
とに驚かされました。
追悼式会場の祭壇の周囲には風にそよぐサトウキビ畑をイメージ
したというモニュメントが配置され、ちょうど吹き抜ける風に揺れながら式典は進められました。式典会
場では城間那覇市長さんともお会いすることができ、また安倍総理
をはじめ、各界から多くの方が戦没者の方々のご冥福をお祈りされ
ました。翁長沖縄県知事の平和宣言の後、県立宮古高校 3 年の上原
愛音（うえはら ねね）さんの「誓い～私達のおばあに寄せて」の
詩の朗読があり、過去の歴史の上に「私達は今日を生かされている」
という声が摩文仁に響き渡りました。追悼式終了後は引き続いて島
守の塔で行われた慰霊式に参列し、改めて今日この日から来年度第
10 回「KOBE 夢・未来号・沖縄」プロジェクトの準備が本格化す
るとの思いを新たにしました。

★ANA 機内上映番組「スカイアイ～空からのメッセージ～」
兵庫編にナイトミュージアム登場
昨年 11 月からスタートしたストリートミュージアムのライトアップ「ナイトミュージアム」が全日本空
輸（ANA）の機内で上映される「スカイアイ～空からのメッセージ～」
「スカイアイ～空からのメッセージ～」
で取り上げられることになりました。先日、ストリートミュージアムの
作品や、光の演出の様子を撮影して頂
きました。屋根を開放したアーケード
の上からの撮影も行ない、普段は見る
ことのできない特別な映像も収めら
れそうです。
「スカイアイ」は国内線、国際線の機
内で上映される他、ANA のホームページや Facebook ページ、Youtube の
公式チャンネルなどでも配信されます。とくに ANA の Facebook ページ
は約 180 万人が登録していて、投稿にも多くの“いいね！”が寄せられています。今回の上映がきっかけに
なり、
「兵庫県に行くなら、神戸三宮のナイトミュージアムを観に行きたい！」と多くの方に来て頂ける

といいですね！これから、益々注目が高まるナイトミュージアム、ぜひお客さまにもご案内してください
ね！！
機内上映開始日：2017
機内上映開始日：
2017 年 9 月 1 日から（国内線奇数便で 1 ヶ月、国際線機内で 3 ヶ月程度）

★観て来たよ！大塚国際美術館
観て来たよ！大塚国際美術館
先日大変気になっていました美術館に行って参りました。鳴門市にある大塚国際
美術館です。大塚製薬が創立 75 周年を記念して建築した美術館です。他の美術
館と決定的に違うところは全てがいわゆる「レプリ
カ」なのです。しかしながらその手法が大塚化学の開
発した美術陶板の技術で、これが素晴らしく、1000 点
を超える全ての作品が原寸大で制作されているので
す。簡単に説明しますと、大きなタイルの上に作品を
複写して色を転写しているのです。大きな作品になる
とタイルの繋ぎ目がはっきりと見てとれますが、まる
で本物のようでかなりの迫力があり、ちょっと驚いて
しまいました。プラド・ルーブル・オランジェリー・
オルセー・ウフィツ等の世界に冠たる美術館やサンタ
マリヤデレグラッチェ教会やシスティーナ礼拝堂な
どを一日で観賞した感があり、大変満足した訪問でし
た。神戸から車で約一時間で気軽に行けますし、入場
料が少し高めですが（3240 円）気軽にアートに触れてみてはいかがですか。
大塚国際美術館
住所：
徳島県鳴門市鳴門町鳴門公園内
営業時間
9 時 30 分から 17 時まで 月曜休館（祝日の際は翌日）
TEL
088-687-3737

★新店舗紹介 jewelry HARIMA
私達の街に「素敵な」という言葉だけだはとても足りない jewelry shop ができました。それが jewelry
「魅惑的」
、
「神秘的」と
HARIMA です。
いったあらゆる形容詞を考えてみま
したが、それでもこのお店には不十
分な気がします。それを可能にして
いるのは、オーナーの柳田孝子さん
が世界中の著名な方々と素敵な関係
を持たれていて、世界に二つとない
宝飾品を創れるからです。フルオー
ダーも可能ですし、セミオーダーで 5000 はある枠に豊富なダイヤモンドや色石をあしらって貴方だけの
思い入れのある品を手にすることができます。オーナーの柳田さんに「貴方の想い」を全てぶつけてみて
下さい！そこには貴方の夢が現実となりえる世界が拡がっていますよ！！
325--5855
火曜日定休日 営業時間 11:00～20:00
jewelry HARIMA Tel&Fax
Tel&Fax 078078-325

★編集後記
先月号で「今年の梅雨は空梅雨かも」と予想してしまいましたが、最近の傾向は局所的に豪雨が降るとい
うのが観てとれますね。九州地方の被害は甚大でしたし、時を同じくして強い地震も起きています。我々
としても、とても他人事とは思えません。近畿地方、特に神戸エリアでは雨量そのものは大したことはな
いようですが、それでもゲリラ豪雨はいつやって来るかもわかりませんし、南海地震もしかりでしょう。
やはり日頃から街の団結力を強め、
「その時」に備えておく心構えが必要ですね。
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★土佐清水市表敬訪問
8 月 2 日（水）
、ジョン万次郎の生誕の地である土佐清水市を表敬訪問し、泥谷（ひ
じや）土佐清水市長にお会いしました。前日、夕刻に高知市内に入り、翌朝 8 時前
にホテルを出発、車で約 3 時間の道のりを経て 11 時前に土佐清水市役所に到着致
しました。早速、泥谷市長をはじめ、
「ウェルカムジョン万の会」の田中ご夫妻、
四国銀行清水支店竹﨑支店長（震災時に神戸支店で勤務されていたそうです）を交
えて、1 時間近くお話しをさせて頂きました。久利理事長から、今後は「KOBE 夢・
未来号・沖縄プロジェクト」で繋がりを深めている沖縄をはじめ、島田叡元沖縄県知事と最後まで行動を共
にされた荒井退造沖縄警察部長のご出身地である栃木県、神戸市、そして土佐清水市の４者でスクウエアの
関係を築き、情報の共有、発信を深め、良い関係を作っていきたい旨の気持ちを泥谷市長にお伝えいたしま
した。
泥谷市長からも「是非、お願いしたい」との快諾の御返事を頂きました。また、NHK の大河ドラマの題材
として「ジョン万次郎」を取り上げてもらうよう PR 活動を行っているとの意向を受け、神戸としても是非、
協力できることはさせて頂くとお伝えいたしました。余談ながら、土佐清水市のアンテナショップとしてま
た土佐の美味しい物を集めたお食事処として神戸市内に店舗展開している「土佐清
「土佐清
（7 月に四国銀行神戸支店の向いにもオープン）もよろしくとのお願い
水ワールド」
もありました。その後、ジョン万次郎資料館
ジョン万次郎資料館を訪ね、
「ウェルカムジョン万の会」の
ジョン万次郎資料館
田中さんから説明を受け、ジョン万次郎の偉大さを学ばせて頂き、午後 2 時頃、土
佐清水市を後にし、夜 10 時過ぎに神戸に戻ってまいりました。最後に今回の土佐
清水市訪問では、ご多忙の中、四国銀行様には何かとお世話になりました。四国銀
行様、ありがとうございました。
住所：土佐清水市養老３０３ 駐車場１５０台 TEL0880-82-3155
ジョン万次郎資料館
営業時間：8:30～17:00
年中無休
2017 年 10 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで改装のため休館です
詳しくはホームページ http://www.johnmuung.info/でご確認ください
土佐清水ワールド三宮中央通り店
土佐清水ワールド
三宮中央通り店 住所：神戸市中央区三宮町 2-6-6 四国銀行東隣 TEL:050-3491-9950
営業時間 ランチ 11:30～14:00
ディナー16:30～24:00 土日祝 11:30～24:00 年中無休
詳しくはホームページ https://r.gnavi.co.jp/1mbh1h700000/でご確認ください。

★毛利マークさん、１００年の歩み！
1914 年（大正 3 年）に毛利岩太郎氏が現在地で創業した「毛利マーク」さん。現社長で
2 丁目振興組合の理事でもある藤井淳史さんが神戸新聞元記者の熊谷信哉さんの協力な
ども得て「毛利マーク百年史」の小冊子を発行されました。この小冊子はさすがに「100
年史」だけあって単に一家族の歴史やその隆盛を記してあるのではなく、開港 150 周年
になる神戸の歴史と深く関わっていて大変興味深く読んで頂けます。
愛知出身の岩太郎氏が七宝焼き職人であったこと、なぜ創業の地に神戸を選んだのか、
岩太郎氏の養子で二代目の保一さんが戦前シンガポールに渡って日本製品の輸出に取り
組まれたことなども記されています。毛利マークはＮＨＫ連続テレビ小説「べっぴんさん」に登場した子供
服メーカーのモデル、ファミリアの前身「ベビーショップ・モトヤ」の真向かいに位置し、小冊子に掲載さ
れた昔の写真の背景には、オープン時の同店らしき店も写っています。ご興味のある方は毛利マークさんに
行けば、無料で配布していますよ。

毛利マーク Tel.：078-331-0874 メールアドレス：mouri@mouri-mark.com

★豊田市美術館
先日、再度豊田市美術館に行って参りました。2 丁目タイムス 6 月号で「唐招提寺御影堂障
壁画」をご紹介しましたが、この度は奈良美智（ならよしとも）さんの作品を観に行ってき
ました。
奈良美智は世界的に評価されている美術作家で、ニューヨーク近代美術館（MoMA）やロサ
奈良美智
ンゼルス現代美術館に作品が所蔵されるなど、日本の現代美術の第二世代を代表するお一人
です。こちらを見返す人物をモチーフにしたドローイングやアクリル絵具による絵画が特徴的で、この点が
よく知られ世界的に評価されている美術作家です。ユニークな表情をした少女の作品は所謂「きもかわいい」
独特の雰囲気を醸し出しています。平日に行きましたが多くの来館があり、特に若い女性が多くて少し驚き
ました。それぞれの作品の題名に画家の意図が感じられ、大変興味深く観ることができました。館内にはシ
ョップが併設されており、作品をモチーフにした小物が沢山用意され、お買い物好きな女性にはたまらない
のではないでしょうか。是非一度ご覧になって下さい！
豊田市美術館 愛知県豊田市小坂本町 8 丁目 5 番地 1 Tel.0563-34-6610 www.museum.toyota.aichi.jp/
会
期：2017 年 7 月 15 日（土）－9 月 24 日（日）
開館時間：午前 10 時－午後 5 時 30 分 （入場は 5 時まで）
休 館 日：月曜日（8 月 14 日、9 月 18 日は開館）

★今年の甲子園も熱い！！
去る 8 月 11 日（金）祝日に全国高校野球選手権大会が行われている甲子園球場に沖縄代表の興南高校の応
援に行って参りました。3 日には神戸ウォーター・瓦煎餅を安廣理事が代表して宿
舎に差し入れもしました。当日は祝日でしかも 4 試合強豪校が対戦するという超
人気の日で、興南高校対智弁和歌山の試合は第 3 試合でしたが、間違いなく満員
札止めになると確信した私は早朝 6 時 10 分に甲子園に行きました。
予想通り内野、
アルプスチケット購入の人の列が改札口まで伸びていて、早々に無料の外野席へ
と移動し、何とか席を確保しました。7 時 40 分には外野席も満員になり、その
後も次から次へと大勢の高校野球ファンが来られていましたが、ただ通路を歩
いて出口へと戻るのみでした。待ちに待った第 3 試合、序盤 3 回に一挙 6 点を
入れ、大いに盛り上がる 1 塁アルプスの興南高校の大応援団。沖縄独特の指笛
応援でさらにヒートアップしていました。しかしながら中盤からは智弁のホー
ムラン攻勢を受け 6 対９で敗戦してしまいました。しかしながら興南高校の球
児たちは下を向くことなく、きびきびとしたその立ち振る舞いに万人の観客から大きな拍手が送られていま
した。来年も熱い想いを持って甲子園に来て下さい！沖縄の高校球児の皆さん、来年も力一杯応援させて頂
きますね！！

★編集後記
今年で 72 回目の終戦記念日を迎えましたね。数えきれない悲劇が起こった太平洋戦争
でその末期の沖縄で、当時の島田叡沖縄県知事と共に多くの沖縄県民を救われたのが
当時の荒井退造沖縄県警察部長です。荒井退造氏は栃木県出身ですが、沖縄県と兵庫
県、そして栃木県の関係者が宇都宮で集い、
「退造の生きざまから、何を学ぶべきか」
というフォーラムが 7 月 30 日に開かれ久利理事長、安廣理事、古小神港ジャーナル編
集長が参加しました。沖縄からも嘉数元副知事はじめ 17 名の方々が参加し、地元の熱
意を感じました。島田氏の母校の同窓会、兵庫高武陽会の小林正美副理事長は「若い
人々、世界の人々に二人を知ってほしい」として、功績を国連教育科学文化機関（ユネスコ）の「世界の記
憶」
（世界記憶遺産）に申請する準備をしているそうです。戦時中、多くのユダヤ人を救った外交官の杉原
千畝（すぎはらちうね）氏はとても有名ですが、杉原氏と同じか、それ以上に自身に及ぶ危険を顧みず、文字
通り滅私奉公をされたお二人の存在を私達は忘れずに、次世代へと語り継がなくてはなりませんね。
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★フロインドリーブでのオクトーバフェスト（ビール祭り）
センター街 2 丁目の理事のほぼ全員が参加してサンセンタープラザの安廣社長、三宮地下街（サンチカ）
からは佐藤社長なども交えて、9 月 1 日にフロインドリーブ本店で開
催されているオクトーバフェストの会場で近隣組織との懇親会を開
きました。中谷美紀さん主演の映画にも使われたことのあるシック
でゴージャスな建物です。ビールやその他各種飲み物に加えて、日
頃プチ贅沢で時々頂く他所では味わえないサンドイッチなど豪華な
ビュッフェ形式での食事に皆さんも自然と盛り上がっていました。
いつか本場ドイツのオクトーバフェストへも行ってみたいですね。ドイツ通の理事長、いかがですか。

★早くも秋のワクチンのお話です！
先日東京の知人から連絡があり、なんとこの猛暑の中、インフルエンザＢ型にかかり、一週間の出社禁止
になったそうです。既にご存じの様にインフルエンザは単なる風邪と違い、ひとつ間違えれば生死の問題
にもなりかねません。我が 2 丁目では例年スタッフの皆様が安心して働けるようにとインフルエンザワク
チンの予防接種を各店舗 3 名まで無料で 2002 年から実施しています。毎年ご担当いただいているさん
さんプ
さん
プ
ラザ 3 階の竹村クリニック医院長の竹村先生にお話を伺って来ました。
「今年のインフルエンザの特徴は
階の竹村クリニック
約 10 年前に新型インフルエンザとして世界的に流行した H1N1 型ウイルス（A 型）に近年変異が見られ
ることが判明したため、ワクチンに改良が加えられることになりました。このためワクチンの有効性がよ
り増すことが期待されております。接種開始は 10 月中旬頃を予定しておりますので、早めの接種をお勧
めします」とのことです。安心安全で美しい街を維持するためにはお店のスタッフが明るく健康であるこ
とが一番です。早めの接種を考えてみませんか！？
竹村クリニック
場所：さんプラザ 3 階 TEL:391-3131
診療時間：月曜から金曜日まで午前 9:30 分～12:30 分 午後 1 時 30 分～4 時 30 分 木曜日は午後休診 受
付時間はそれぞれ 30 分前です
土曜 日曜 祝日は休診です。

★熱く燃えるタイガースの試合を観て来ました！
日頃から街づくり協議会が阪神電鉄さんと交流を深めていますが、先日街
づくり協議会の事務局スタッフを慰労するため阪神甲子園球場のスイート
ルームにご招待を受けました。法人の年間契約しか利
用できない部屋で 12.3 人がゆったり座れ、バルコニ
ー席からは球場の迫力が感じられ堪能致しました。街
の基本方針である「どんな組織の方とも仲良く」の気
持ちが相手の方にも伝わっていると実感しました。ち
なみに久利理事長と阪神球
団オーナーの坂井様とは小学校のクラスメイトだっ
たそうです。今後とも宜しく
お願いしたいものですね。がんばれ阪神タイガース、
メイクドラマだ！

★介護リフレッシュ教室の御案内 今日から使える「マインドフルネス」
今日から使える「マインドフルネス」
三宮あんしんすこやかセンターでは「介護リフレッシュ教室」を開催します。これはご自宅で高齢者を介
護されている御家族の皆様を対象にしたもので、今回のテーマは「マインドフルネ
「マインドフルネ
ス～ストレス軽減～」です。生活にありふれる、ストレスやイライラの感じ方を脳
ス～ストレス軽減～」
から変えていくというものです。マインドフルネスを取り入れることで、幸せは何
倍にも感じられるとか。凄いですね！また日頃の介護の悩み等を話し合い、リフレ
ッシュして頂ける機会になるため、皆様の御参加をお待ちしておられるとのことで
す。
日時：
日時
平成 29 年 10 月 13 日（金）
14:00～16:00
場所： センタープラザ西館 16 号室
場所
※集合は三宮あんしんすこやかセンターです。
（中央区三宮町 1-8-1 サンプラザ 3F）
対象： 当センター担当地区にお住まいの高齢者を介護しておられるご家族
対象
※参加を希望される型は下記までご連絡下さい。
お申込み・お問い合わせ先
三宮あんしんすこやかセンター 電話：078-321-0400
Fax.:078-326-2668
http://www.meirinfukushi.or.jp/po-ai/service/service07/
ホームページ

★開国への潮流 開港前夜の兵庫と神戸

神戸市立博物館

9 月 24 日まで神戸市立博物館で行われていた上記のタイトルの展示会に行ってきました。今年で神戸開
港 150 周年になるのは皆様もよく耳にしておられるとは思いますが、詳しいことは
あまり知られていません。この展示会ではプロローグの「Far East に到達した欧米
世界」から始まり、エピソードⅠ「19 世紀の国際環境と対外認識」
、そしてエピソ
ードⅤ「港の近代化」を経て、エピローグの「神戸開港へ」へと紹介されており、
本当に興味深い内容で一杯でした。
「開国、開港」と言えばアメリカ東インド艦隊
司令官のペリーが有名ですが、時を同じくして各国、とりわけロシア使節ブチャー
チンが 1853 年（嘉永 6 年）に軍艦 4 隻にて長崎に来航し、幕府に国書受理を要求
して、最終的にはアメリカと同様に日露修好通商条約が締結されたことや、その同
じ年の 1858 年（安政 5 年）に兵庫が開港場に選定されたことなど、不勉強の私に
とっては驚きばかりでした。その他、NHK の朝ドラで一
躍有名になった外国官権判事・大阪府権判事の伍代友厚
が外国官副知事、小松清廉（帯刀）に宛てた手紙の中で
開港から 10 カ月が経過した神戸を「いよいよ活況を呈し
てきた」と評しており、これもまた大変興味を引かれま
した。もう展示会そのものは終了してしまいましたが、
機会があれば開港に関する資料などを検索されてみては
如何ですか。
（14 代将軍家茂 天保山入港の図）

★編集後記
今年は開港 150 周年ということで多くの行事や記念式典などもありました。それ
にちなんで神戸市の市章がこの港をモチーフにしてデザインされたものであると
いう事を最近になって知り、日頃全く気にしていなかった事実に感心しました。神
戸市のホームページの市章に関する記述からは「神戸の港は、もともと“扇港”とも
呼ばれていました。また、“兵庫”と“神戸”の二つの港が扇を並べたような形をして
いるという理由で、神戸の旧かな遣いである「カウベ」のカの字を図案化したもの
です。1907 年（明治 40 年）5 月に制定」とあります。神戸市立博物館の展示でも歴史と深く関わった神
戸港の発展に感銘を受けましたが、神戸港がこれからもますます発展して、そして我々街衆も努力して神
戸市の活性化に繋がればいいですね。
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★インフルエンザの季節がやってまいりました
組合員のインフルエンザワクチン接種を毎年お願いしています竹村クリニックから先月号の 2 丁目タイム
ズで今年のインフルエンザの特徴などをレクチャーして頂きました。そ
のインフルエンザワクチンの接種開始日が確定致しましたのでお知らせ
致します。本年度は１０月１６日より接種が始まっています。2 丁目事務
局からワクチン接種に関する書類が各店舗に配布されていると思います
が、各店舗 3 名までは無料で接種可能ですので、この機会に是非接種を
受けられる様に宜しくお願い致します。特に今年度はワクチン製造会社
の一部が先の熊本地震の影響を受け、ワクチンその物が不足しているの
だとか。のんびり構えているとワクチンがないという事態も考えられます。ですから早期の接種がお勧め
です。
「安全・安心・人に優しい街」を目指す 2 丁目ですが、その大前提になるのが各店舗スタッフの方々
の健康であり、これ抜きには街創りなどできません。早めの接種をお願いします。
竹村クリニック
場所：さんプラザ 3 階 TEL:391-3131
診療時間：月曜から金曜日まで午前 9:30 分～12:30 分 午後 1 時 30 分～4 時 30 分 木曜日は午後休診
受付時間はそれぞれ 30 分前です。
土曜 日曜 祝日は休診です。

★ANA 機内上映番組「スカイアイ～空からのメッセージ～」兵庫編が YouTube で配信開始
配信開始
ストリートミュージアムのライトアップ「ナイトミュージアム」
「ナイトミュージアム」が先月、
「ナイトミュージアム」
全日本空輸（ANA）の機内で上映される
「スカイアイ～空からのメッセージ
～」で取り上げられました。
国内線機内での放映が終わり、ANA の公式サイトなどで視聴することが
できるようになり、YouTube での配信もスタート。誰でも見ることがで
きるようになりました。数ある兵庫県の名所の中で、神戸の夜景の一
つとして紹介されています。ぜひともご覧ください。

YouTube 視聴アドレス：https://youtu.be/GE7n
視聴アドレス：https://youtu.be/GE7nhttps://youtu.be/GE7n-H1qL3w

★チャイルド・ケモ・ハウスに御支援を
皆様はチャイルド・ケモ・ハウスという施設を御存じでしょうか。この施設は小児ガンをはじめとした医
療的ケアが必要な子供・若年成人とその御家族のための医療施設
です。ポートアイランドの神戸市民病院の近くにあり、病気に苦
しんでいる子供さん達とそのご家族が精神的に少しでもリラッ
クス出来るように、普通の家庭と変わらない居室で過ごせる様に
できた施設です。この施設が出来てから 5 年になり、開所時にこ
のタイムズでも少し触れたことがあります。この施設の継続的運
用にはやはり資金が必要なのですが、今年から神戸市に「ふるさと納税」をすることにより、このチャイ
ケモを支援できる仕組みができました。なんと「ふるさと納税」の 9 割がチャイケモの支援になります。

この仕組みだけではなく、公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金
への御寄附は「所得控除」
、または「税額控除」も受けられるようになりま
した。幼いお子様とそのご家族がこれからも難病と闘っていける手助けが
少しでもできればこんなに素晴らしい事はないですよね。ご興味のおあり
の方は「チャイルド・ケモ・ハウス」で検索して頂いて、そのフェイスブ
ックやホームページで詳細をご覧になって下さい！
ホームページ：http://www.kemohouse.jp/

★駐車サービスには
★駐車サービスには KOBE SANNOMIYA CARD が便利ですよ！
イオンカードと三宮の街で提携されているカードの KOBE SANNNOMIYA CARD が三宮センター街
を利用されるお客様に駐車場サービスを提供しているのは皆さんご存知でしょう。
① カードを三宮 HATENA に駐車券と共に御呈示頂くだけで一時間の無料サービス。
② 三宮センター街でのカードご利用が 2,000 円以上で 2 時間の無料サービス。①の駐車サービスの 1 時
間と合わせれば 3 時間の無料サービスが可能 。
上記のサービスは徐々にお客様に浸透しつつありますが、まだ各
店舗スタッフの方々の隅々までは浸透していないケースがあるよ
うです。一部のスタッフの方がお客様に駐車サービスを受けるに
は、各店舗で独自に行っているサービスを除き、
「カードの提示、
ないしはカードのご使用が必要です」
ないしはカードのご使用が必要です」という内容を告げずに、た
ご使用が必要です」
だ「三宮 HATENA に行って下さい」と伝えてしまい、お客様の
誤解を生んでしまうことがあるそうです。つまり現金でのお買い
現金でのお買い
物には駐車サービスが提供できないことがあります。この点を十分に御理解頂いてお客様の販促に役立て
物には駐車サービスが提供できないことがあります
て頂ける様にお願い致します。

★家住利男作品展
ストリートミュージアムの第 7 回（平成 24 年）収蔵作品として「ヤーヌスの誕生」を制作して下さった
家住利男先生の展覧会が富山で開催されています。その富山に富山市ガ
ラス美術館が開館したのが 2015 年 8 月で、今や内外のガラスアーティス
トのメッカになっています。そこで開か
れた展覧会はとてもスケールの大きなも
ので、ほとんどの作品が超重量の大作。
しかも作者のコレクションから成ってい
ます。新幹線も開通しており、新国立競
技場を担当される隈研吾さんが設計を担当され、木とガラスを効果的に生
かした「キラリ」と称する美術館の建物と、評判の「食」や富山城、お寺
を中心とした美しい街並みを楽しめるのが富山です。お勧めです！
家住利男 「削りの形」
：11 月 5 日（日）まで開催 9:30～18:00（金・土曜日は 20:00 迄 入場は閉館の
30 分前迄） 閉場日：第 1、3 水曜日 ホームページ：http://toyama-glass-art-museum.jp/
富山市ガラス美術館：富山県富山市西町 5 番 1 号 Tel.076-461-3100

★編集後記
家住利男先生の作品展が富山で開かれていますが、皆さんは「何故、富山で？」と思われるでしょう。御
存じの通り以前から全国に名を馳せる薬の一大生産地であった富山では明治・大正期には手作りのガラス
の薬瓶製造で全国のトップシェアを誇り、
戦前は溶解炉を持つガラス工場が 10 社以上あったといいます。
戦後、ガラス工芸の国際性や将来性が注目され、富山市は 1981 年に新しいガラス文化の創造に取り組み
始め、1991 年には全国初の公立のガラスアート専門教育機関「富山ガラス造形研究所」が開校しました。
このような背景があり、今や国内外の第一線で活躍するガラス作家を生み出したのが富山なのです。
街に誇れる歴史的な基幹産業が存在するというのは本当に価値のあることですね。
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★センター街 2 丁目懇親旅行 in Hong Kong
11 月 8 日から 2 泊 3 日、総勢 23 名で香港へ研修旅行に行ってきました。世界一住宅価格が高いと言われ
る香港不動産価格の高騰については、昨年実施された香港研修旅行の現地ガイド
さんも話をされていましたが、今回の研修旅行のガイドさんも香港の不動産バブ
ル高騰は止まる気配がなく、不動産価格は高値更新を続けており、香港人にとっ
ても不動産購入が難しく、自分の住居購入にも手の届か
ない状況になりつつあると話をされていました。香港の
不動産価格の高騰は主に中国人富裕層からの投資マネ
ーによって形成されており、「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。香
港は西洋と東洋が合わさった独特の文化が受け継がれ
た、活気あふれる国際都市です。加えて港の活況と巨大
な空港を見るにつけ、神戸とは時間の流れや熱気の違いを改めて感じさせられま
した。夕食会は香港で話題のミシュラン星レストランに行き、とても美味しい広
東料理を堪能しました。2 日目は、参加各位の皆様が香港でグルメ・ショッピン
グなど思い思いの楽しみ方をされました。「マカオ日帰りツアー」に参加された方は、間もなく年内に完
成が予定されている香港と中国珠海、マカオを繋ぐ世界最長級の海上橋「港珠澳（こうじゅおう）大橋」
を高速船から見学し、
「アジアのダイナミズムの片鱗を垣間見ることができました」と笑顔で話をされて
いました。この旅行を通じて、街創りにおいて大切な親睦を深めることができました。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さん、本当にありがとうございました。

★少し遠いか？でも必見、ジャコメッティ―展
少し遠いか？でも必見、ジャコメッティ―展
10 月 14 日（土）から 12 月 24 日（日）まで愛知県豊田市美術館にて「ジャコメ
ッティ展」が開催されています。早々に行ってきました。
今年に入って 3 度目の来館で、さすがに世界のトヨタのお
膝元だけあって重厚で注目される展示が目白押しです。第
二次世界大戦後の彫刻史に決定的な位置を確立したアル
ベルト・ジャコメッティ（1901-1966 年）
。その独特の研
ぎ澄まされた彫刻は彼が 30 歳以降に制作したものが大半
だそうですが、この展覧会ではジャコメッティの貴重な作
品を所蔵する国内コレクションのご協力も仰ぎつつ、初期から晩年まで彫刻、油彩、
素描、版画など、選りすぐりの作品 132 点が出品されています。館内ではジャコメティを紹介する 5 分ほ
どのビデオも観られ興味がそそられます。神戸から車で 3 時間ほど。行楽がてらに足を延ばしてみる価値
はあると思います。
休 館 日 ：月曜日
豊田市美術館ホームページ：http://www.museum.toyota.aichi.jp/
開館時間：10:00－17:30（入場は 17:00 まで）

★神戸市立博物館 ボストン美術館の至宝展 東西の名品、珠玉のコレクション開催中！
東西の名品、珠玉のコレクション開催中！
上記の作品展に行って参りました。ボストン美術館と言えば 1876 年にアメリカ・マサチューセッツ州に
開館し、50 万点を超える美術品や資料を所蔵し、日本美術
の作品を多く所有することでも知られています。『ボスト
ン美術館の至宝展―東西の名品、珠玉のコレクション』展
では、ボストン美術館のコレクションから選出された 80 点
を展示。会場は「古代エジ
プト美術」「中国美術」「日
本美術」「フランス絵画」
「アメリカ絵画」「版画・
写真」「現代美術」の 7 章
構成となり、展示作品にはツタンカーメンのものとされる王頭部やフィン
セント・ファン・ゴッホの絵画『郵便配達人ジョゼフ・ルーラン』『子守
唄、ゆりかごを揺らすオーギュスティーヌ・ルーラン夫人』、近年修理が行なわれていた英一蝶の仏画『涅
槃図』をはじめ、アンディ・ウォーホル、村上隆らの作品などが並べられています。もう改めて述べるま
でもなく、涙が出そうになるくらい素晴らしい作品ばかりです。特に『涅槃図』は 170 年ぶりの解体修理
が行われた直後で、もちろん日本初公開！前回の展示が 25 年前で研究者ですらなかなか目に出来なかっ
たものです。他に 13 世紀前期に中国の陳容によって描かれた『九龍図巻』の龍の様は圧巻で、その中に
龍が左手に玉を掴んでいるものがあり、不適切かもしれませんがアニメの「ドラゴンボール」を思い出し
てしまいました。皆さんも是非この機会に「美の百科事典」の名に相応しい名品の数々をご覧になって下
至宝展は 2018 年の 2 月 4 日（日）まで行っています。
さい！
神戸市立博物館：神戸市中央区京町 24 Tel.078-391-0035 http://www.city.kobe.lg.jp/museum/
開館時間 9:30～17:30 ※土曜日は 19:00 まで ※11 月 24 日（金）、12 月 22 日（金）、1 月 26 日（金）
は 21:00 まで
※入館は閉館の 30 分前まで

★児童虐待防止キャンペーンとナイトミュージアムがコラボしました
11 月は「児童虐待防止推進月間」として、各地で様々な啓発活動が行われました。神戸では、神戸市とラ
ジオ関西が協力し、
“KOBE オレンジリボンウォーク 2017”と題して、11
月 12 日（日）に三宮からハーバーランドまでお揃いのオレンジのＴシャ
ツと手旗を持ってパレードしました。三宮センター街 2 丁目でも、ナイ
トミュージアムのライトを点灯させたり、お店のスタッフの方に手旗を
振って頂いたりして、参加者の皆さんをお出迎えしました。また、当日
の夜にはナイトミュージアムをオレ
ンジ色に変えてライトアップし、啓
発の一助になるよう協力しました。
児童虐待を止めるためには、発生予防・早期発見・早期対応が重要で
す。今回のオレンジリボンウォークなどの啓発活動を通じて、シンボ
ルマークである“オレンジリボン”を広く周知し、多くの方々に児童
虐待防止や早期発見を呼びかけています。大勢の方が来られる街とし
て、こうした活動にどんどん協力して行きたいと思います。

★編集後記
記事にも書かれています「ジャコメッティ展」
、行かれた方々が口々に感動を口にされます。
ブランクーシと共に私も大好きな作家です。久利理事長から聞いた親しくされていた鴨居先
生がパリのカフェ―でジャコメッティに偶然会われ、サインをお願いした時、あの作品群か
らは想像がつかないおどけた表情で「私は映画スターじゃないよ」と、気軽にサインをして
下さったエピソードを思い出しました。
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★平成 30 年、生田神社の春祭（生田祭例祭・氏子奉幣祭
年、生田神社の春祭（生田祭例祭・氏子奉幣祭）の当番は
生田神社の春祭（生田祭例祭・氏子奉幣祭）の当番は私達
）の当番は私達三宮地区です！！
私達三宮地区です！！
生田祭春季例祭は生田神社の祭典の中でも最も重要な祭典で、氏子地域神戸の安全と繁栄を願う祭典です。
この生田祭は大変歴史があり、古くは寛文 3 年（西暦 1663 年）には生
田神社神幸祭絵巻（和田岬巡行）にも残されています。
本来は生田神社の氏子地区（中央区、兵庫区）30 キロを 1 日かけて巡
行されていたのが、戦後の交通事情により縮小し、現在の形状 11 地区
の当番制（来年は三宮地区が当番！）により奉仕されるようになった
ようです。そして一年ごとに当番地区の氏子と共に祭りの委員会を組
織して、生田祭りを迎えます。生田
神社は古くは桜の名所であり、神社
の紋は八重桜です。祭典奉仕者などは桜を象った翳し（かざし）を着
けて奉仕し、祭典中には神楽舞や舞楽、地域の伝統芸能などが奉納さ
れます。斎行にあたっては、お祭りの長を株式会社フェリシモ代表の
矢崎和彦さんに総合委員長、名誉総合委員長には前回当番の平成 18 年
に総合委員長をご奉仕なさった株式会社ウエシマコーヒーフーズ特別
顧問の上島康男さんが就任され、賑々しく行われる予定です。私ども
センター街 2 丁目からは久利理事長が総合副委員長に就任すると共に、
現在着々と準備がなされています。
皆さんも街ぐるみで一致団結、生田祭に参加するとともに一緒に楽しみましょう！！

★宮崎カーフェリーが結ぶ神戸との絆、宮崎に行ってきました！
2014 年 10 月 1 日に大阪南港から神戸港新港第三突堤（神戸三宮フェリーターミナル）へ移転し、神戸航
路となった宮崎フェリー。移転されて 3 年余りになり、その経営状況には
紆余曲折がありましたが、移転後はお客様の利用も増加し、順調な航路運営
に至っているようです。そして神戸市と宮崎県はそのカーフェリーが切っ掛
けとなり、お互いの交流促進と産業活性化、防災面などで協力し合うため、
平成 29 年 9 月 17 日付けで包括連携協定も
結ばれています。この様な経緯があり、こ
の 11 月 26 日から宮崎カーフェリーを利用
して久利理事長、サンセンタープラザの安廣社長、神戸市みなと総局の岡
田部長が宮崎県の河野知事を表敬訪問しました。
その中で神戸は宮崎と関
西、名古屋などの中部地区、関東地区への物流移送の所謂ハブ港としての
重要な役割を果たしている事、お互いの都市の観光業の魅力を高め、互換
し合える事などが話題の中心になり、これからも強固な協力体制を構築して行く事で一致しました。宮崎
カーフェリーも現在、関係機関の協力を仰ぎつつ建造後 20 年以上経過している船舶を時代のニーズにア
ップグレードすべく全力を注いでいるのだそうです。新船は神戸行きの便が満船に近い状態が続いている
ため大型化される予定です。その価格も 2 隻で 100 億から 140 億という大型プロジェクトになっており、
完成・就航が本当に楽しみですね。皆様もその際には是非是非、宮崎カーフェリーを利用して宮崎の魅力

を満喫して下さい！！ 宮崎カーフェリーホームページ www.miyazakicarferry.com/
宮崎カーフェリー予約センター078-321-3030（関西） 0985-29-5566（九州）

★神戸ルミナリエ期間に合わせ、
★神戸ルミナリエ期間に合わせ、ライトダウンでおもてなし
23 回目となる神戸ルミナリエが 12 月 8 日から 17 日まで開催され、多くの方が神戸に来られました。三宮
センター街 2 丁目では、その期間に合わせて、通常 20 時 30 分から稼働している“ナ
イトミュージアム”を 17 時から早期稼働させ、
街に来られた皆さんをおもてなししました。日没
後のセンター街でアーケードの照明を消灯する
ことで、お店の明かりが目立ち、いつもとは違っ
た雰囲気を感じ、逆に各店舗のウインドーがより
美しく感じて頂けたと思います。また、路面のストリートミュージア
ム作品も、いつもはガラスに照明が反射して、少し写真を取るのが難
しいのですが、ライトダウンすることでスマートフォンなどでも綺麗に写真を撮ることができました。
以前にもライトニングの勉強会で感じたことですが、灯りの演出が街にとってどれほど大事なのかという
事を再認識した今年のルミナリエでした。

★恒例の本年度最終の美化活動でした
★恒例の本年度最終の美化活動でした
19 日に今年度最終の美化活動が皆様のお陰で無事終了しました。毎月一回とは言え、継続して行うという
意味は本当に重要であると思っています。来街されるお客様は通りが綺麗
であることに必ずしも気が付かれないのかもしれません。しかしながらそ
の逆で、もし通りが汚れていれば、ほぼ全員の方がその事実に気づかれる
のではないでしょうか。そして決して良くない印象を抱かれたまま、もう
二度とお越しになってはいただけないのかもしれません。また新たな一年
がもうすぐスタートします。最近は皆様の御協力の賜物で、かなり通りも
綺麗ですが、気を緩めることなく、来年もさらに清潔な街を目指して行き
ましょう！皆様の御協力を宜しくお願いいたします。

★三宮ゼロゲート（仮称）、安全祈願祭
12 月 15 日（金）に生田神社に於いて、株式会社パルコ様が三宮センター街 2 丁目に建築される三宮ゼロ
ゲート新築工事の安全祈願祭が厳粛な雰囲気の中、
滞りなく行われました。祈願祭には（株）パルコ代
表執行役社長の牧山様をはじめ、（株）久米設計大
阪支社常務執行役員支社長の小西様、戸田建設（株）
大阪支店常務執行役員支店長の光山様、それにセン
ター街 2 丁目振興組合からは久利理事長など 20 名
を超える方々がご参集になり、工事の安全とプロジェクトの成功を祈願いたしま
した。竣工の際には三宮センター街を代表する商業施設になりますし、私達の本
当に力強い仲間として街を牽引して行かれることになります。まだ工事は始まっ
たばかりですが、その完成が心から待ち遠しいですね！

★編集後記

一年間有難う御座居ました

新聞等でも一部発表がありましたが、現在神戸市は三宮駅周辺の再開発を進めており、30 年後の新たな都
市創りを模索しています。JR 三宮駅とそごう、交通センタービル、マルイビルなどに囲まれた周辺全体
を「クロススクエア」と呼び、さらにそれを四つの区域に分け、どのように街創りを進めていけば、この
区域、あるいは神戸を活性化していけるのかを真剣に検討しています。その検討会に一般人の我々街衆も
参加をし、なけなしの知恵を絞っています。30 年後の神戸の表玄関口を創造しながら「こんなふうになれ
ば、いやこっちの方がいいんじゃあないの？」と喧々諤々のある意味楽しい話し合いになっています。権
利関係なども複雑に絡み合っているために、必ずしも理想通りや、簡単には進まないのでしょうが、素敵
な街になれば良いなと願っている皆さんの熱い想いが感じられます。来年も宜しくお願い致します。

