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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    

★★★★date.KOBEdate.KOBEdate.KOBEdate.KOBE プロジェクトが映画「フォルトゥナの瞳」とコラボキャンペーンを展開！プロジェクトが映画「フォルトゥナの瞳」とコラボキャンペーンを展開！プロジェクトが映画「フォルトゥナの瞳」とコラボキャンペーンを展開！プロジェクトが映画「フォルトゥナの瞳」とコラボキャンペーンを展開！    

date.KOBE は、官民一体となって、“おそろいの、思い出を。”と

いう合言葉で、神戸でのデート文化を育み、応援するプロジェク

ト。これまでに、デートの思い出（デートログ）の募集や、縁結

びスポットを巡るスタンプラリー、プレミアムデートプランプレ

ゼントなど、三宮センター街も協力しながら様々なキャンペーン

を展開してきました。最近では、神戸を代表する“待ち合わせ場

所”である阪急神戸三宮駅前の広場、さんきたアモーレ広場（通

称：パイ山、デコボコ広場）がビル工事に伴い閉鎖されているこ

とを受け、工事用の仮囲いに、“代わりの待ち合わせ場所”を提案する装飾を行うなど、あの手この手で

神戸デートを応援しています。そんな date.KOBE が今回はなんと！神木隆之介・有村架純ダブル主演の話

題作、2019 年 2 月 15 日公開の映画「フォルトゥナの瞳」とコラボします。「フォルトゥナの瞳」のロケは、

主に神戸と奈良で行われ、フラワーロードやハーバーランドなど身近な場所がたくさん登場するようです。

さらに、主演の神木隆之介さんは、実写映画として初めてのラブストーリーだそうで、地元兵庫出身の有

村架純さんとのデートシーンもあるとか。神戸でラブストーリーといえば、date.KOBE ということで、映

画のロケ地マップや撮影秘話などを date.KOBE のウェブサイト（ http://datekobe.net/ ）の中に特設ペ

ージを開設して、映画と合わせて神戸を楽しんでもらえるようなキャンペーンを行います。あわせて、

date.KOBE プロジェクトメンバーの協力で映画を観られた方々向けにプレゼントも用意する予定です。 

〝キラキラ映画の巨匠〞と呼ばれる三木孝浩監督が撮った神戸を映画と合わせて楽しんでもらえると思

います。ぜひ、映画と合わせてお楽しみください！ 

映画について詳しくは「フォルトゥナの瞳」公式サイト http://fortuna-movie.com/ をご覧ください。 

神戸のデート情報満載の date.KOBE ウェブサイト： http://datekobe.net/  

★石川県立美術館に行ってまいりました★石川県立美術館に行ってまいりました★石川県立美術館に行ってまいりました★石川県立美術館に行ってまいりました    

先日のザ・ファーストと街創り協議会の北陸新幹線に関する勉強会で金沢が取り上げられたので、今回は

思い切って金沢の石川県立美術館に車で行ってまいりました。神戸から約 4時間。

まず驚いたことは入館料が一般は 360 円、駐車場も無料で大変リーズナブルである

こと。それにも拘わらず、野々村仁清の国宝 色絵雉香炉、重要文化財の同じく色

絵雌雉香炉などの数々の高貴な作品が目白押しで

展示されており圧倒されました。土地柄からか古九

谷焼の秀逸な作品群も展示され、さすがに百万石の

美術館ならではと思いました。また金沢美大を卒業

され神戸でも活躍された鴨居 玲画伯の 200 号の

大作「1984 年．私」が圧倒的な迫力で迫り、大き

な感動をうけました。残念ながら日帰りでしたので、温泉はじめ金沢の

グルメ等は満喫できませんでしたが、機会があれば再度チャレンジして

みたいなと思う魅力あふれる古都です。 

開館時間：午前 9時 30 分から午後 6時まで（入場は午後 5時 30 分まで） 



休館日： 展示室は展示替え期間と年末年始に閉室します。それ以外は月曜日も開館しています。ただし、

1階企画展示室と 2階コレクション展示室のどちらかが閉室している場合があります。年間スケジュール

をご確認ください。     カフェ ル ミュゼ ドゥ アッシュ KANAZAWA は年中無休です。 

★★★★今年の新年会はすき焼きでしたよ！今年の新年会はすき焼きでしたよ！今年の新年会はすき焼きでしたよ！今年の新年会はすき焼きでしたよ！    

三宮センター街 2丁目の新年祝賀会が 8日（火）に三宮本通りの直ぐ南側（センターサウス内）にある「三

ツ輪」に於いて行われました。ご来賓には 2丁目顧問の方々、四国銀行

神戸支店長で執行役員の須賀様、POB 森川社長、神戸市経済観光局局長の

小原様、古泉課長にもお越し頂きました。

まず久利理事長が新年のご挨拶をされた

後、来賓の須賀様にもご挨拶を頂きまし

た。お二人のお話に共通していたのは「街

創りや仕事の進め方をぶれることなく進

めていく」ということでした。そして岸野副理事長の乾杯の音頭で楽しい

宴会へと移っていきました。昨年までは中華料理でしたが、今年は特上の

お肉を使ったすき焼きで、新年早々ご馳走に舌鼓を打ちました。新しく 2

丁目のメンバーになって頂いた方々にも多数ご参加頂き、大いに親交を深める事が出来ました。今年はご

都合で参加出来なかった方も来年は是非ご参加ください。 

★キャッシュレス時代到来！★キャッシュレス時代到来！★キャッシュレス時代到来！★キャッシュレス時代到来！    どう対応しますか？どう対応しますか？どう対応しますか？どう対応しますか？    

スマホが普及するに連れて、現金払いの割合が減少し、キャッシュレス時代へと突入してきました。既に

お知らせが組合事務所から配布されましたが、1月 30 日（水）に神戸国際会館 9F で神戸市が主催の勉強

会が開かれます。今回の勉強会では単にキャッシュレス時代への

対応だけではなく、「売れるお店の作り方」や「繁盛店になるまで

の体験談」などについても専門家からお話をお聞きすることが出

来る貴重な機会になっています。この急速なキャッシュレス時代

への流れにもかかわらず、現在、日本ではその取り組みが大変遅

れていますが、反動で今後急速に進んで行くことが考えられます。

何も対策を打たなければ、気が付けば時代に取り残されていたと

いう恐怖のシナリオを避けるためにも是非この機会をご利用ください！ 

（交流会を除いて参加費は無料！です） 

神戸市商店街・市場活性化フォーラム神戸市商店街・市場活性化フォーラム神戸市商店街・市場活性化フォーラム神戸市商店街・市場活性化フォーラム 2222019019019019 （於：神戸国際会館 9F） 

日程：2019 年 1 月 30 日（水） 受付は 13:00 からで 13:30～14:05（第 1部） 14:10～15-00（第 2部） 

                              15:10～16:00（講師を交えた交流会・会費 500 円でお茶、お菓子付き 

★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。今年の新年は比較的穏やかな天気で始まり、どこかホッとした気

分の中、3日に発生した2度目の熊本地震にはヒヤッとしました。

勿論直ぐに各方面にお見舞い電報を打ちました。幸い大きな被害

は出なかった模様で、一安心しましたが、今年もまた自然災害に

は気を引き締めていかなければとの思いを新たにしました。さて

2019 年の「干支」は正確には「己亥年」となっており、この年は

「今の反映している状態を維持するように守りに徹した方が良い

年」とされています。そして「亥」とされる動物の「猪」の肉に

は「万病さえも防ぐ予防する力がある」とされており、「亥年」に

は「無病息災」の意味もあるとされています。この厳しい世相の

中、街創りをしていく上で、「守りに徹する」ことが果たして正解なのかどうかという疑問は大いにあり

ますが、「無病息災」に関してはありがたい事ですし、仕事は健康なくしては進めていくことはできませ

んね。自然災害に備え、ベストの仕事を実行していく上で、是非皆様にもご自愛頂き、身体を適度に鍛え

る事も忘れずに、この一年を乗り切って行きましょう！今年もよろしくお願いいたします。 
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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    

★★★★PPPPOBOBOBOB 主催の不当要求対策講習会主催の不当要求対策講習会主催の不当要求対策講習会主催の不当要求対策講習会    

最近の増加しつつある店舗や企業、そして行政に対する不当要求に対応するための勉強会が 28 日（月）

に 13 時から三宮ビル東館 8F の兵庫県警備業協会で開かれました。内容は昨

今の不当要求事業内容（カスタマーハラスメント・クレームストーカー・詐

欺的要求）の実例などで、P・O・Bの森川社長から説明されました。そして

それに対する具体的な対処法や心構えなども教えて頂き、印象的だったフレ

ーズが「音無きに聴き、姿無きに見る」というものでした。「まさか」とい

う油断が不当要求を招くということで

す。その後、弁護士の濱先生の講習に

移り、さらに突っ込んだ説明をして頂

きました。具体的には不当要求の類型

の説明、そして 12 項目の不当要求対応

要領を教えて頂きました。大事なのは

「単独ではなく、組織的に対応する」

ということで、さらに初期対応が重要であり、早期に P・O・B危機管

理・警察・弁護士等へ連絡をすべきというものでした。皆様も「まさ

か自分だけは大丈夫だろう」と安易に考えないで、常に「危機はそこにある」という心構えで毎日の業務

を進めて行きましょう。念のために法的対応に関する連絡先・ご相談窓口をご紹介します。 

共栄法律事務所： 〒541—0031 大阪市中央区北浜 3丁目 7番 12 号 京阪御堂筋ビル 8階 

         Tel.06-6222-5755 Fax.06-6222-5788 

         弁護士 濱 和哲 http://www.kyoei-law.com/    hama@kyoei-law.com 

★三宮センター街で「人★三宮センター街で「人★三宮センター街で「人★三宮センター街で「人流調査」測定流調査」測定流調査」測定流調査」測定    実験中！実験中！実験中！実験中！    

インターネットやスマートフォンはすっかり普及し、商店街での商売のあり方も変化してきました。また、

昨年ごろから IoT やビッグデータなど、新しいテクノロジー

を使ったサービスやビジネスが身近に感じられるようなニ

ュースも多く見られるようになり、いよいよ街づくりにもそ

ういった技術の恩恵が求められるようになってきたと思い

ます。 

そんな中、三宮センター街 2丁目では関西電力の呼びかけに

応じ、IoT センサーを活用した「人流データ」の測定および

活用の社会実験に協力しています。具体的には東西の出入り

口に各 2台、計 4台のカメラを設置し、リアルタイムで【人

流(人の流れや属性)】を取り込み、得られたデータを防犯や

マーケティングに利活用できる様にする実験です。今回の社会実験は年度末 3月頃まで行われ、結果につ

いて、振興組合に報告がなされる予定です。関西電力は同時に三宮駅周辺でもセンサーを用いた調査を行

っており、広域のデータと商店街のデータを組み合わせて分析が行われる予定です。 

より良い街づくりのため、今回の実験が有効に活用できるといいですね。 



★古代ガラスの美を今に伝えるコアガラス展に行ってきました★古代ガラスの美を今に伝えるコアガラス展に行ってきました★古代ガラスの美を今に伝えるコアガラス展に行ってきました★古代ガラスの美を今に伝えるコアガラス展に行ってきました    

今月の 11 日迄でしたが、伊丹市立工芸センターで有数のコアガラスの作品群が展示されていましたので

行ってまいりました。この展示会では長年にわたりコアガラスの復元を試

みてこられた松島巌氏より特別に 3点の作品を出展頂いたそうです。松島

氏は吹きガラスの隆盛とともに滅んだと言われる古代ガラス製作技法であ

る「コア技法」を現

代に蘇らせ、その魅

力を伝えながらガ

ラス制作を行う数

少ない作家です。現

代では目にする機

会の少ないコアガラスの魅力がいっぱいの展示会

でした。尚、この松島巌氏の作品も 2丁目アート

ストリートに収蔵されます。皆さん、楽しみにお

待ちください。 

（コアガラス）：金属棒の先に耐火粘土等でコア（核）を造り、溶かしたガラスで覆い、整形除冷し、中

のコアを掻き出し仕上げます。吹きガラスなどでは表現し難い繊細な立体表現も可能です。 

★神戸ロケの映画“フォルトゥナの瞳”いよいよ公開！映画の後はロケ地でデート★神戸ロケの映画“フォルトゥナの瞳”いよいよ公開！映画の後はロケ地でデート★神戸ロケの映画“フォルトゥナの瞳”いよいよ公開！映画の後はロケ地でデート★神戸ロケの映画“フォルトゥナの瞳”いよいよ公開！映画の後はロケ地でデート♡♡♡♡    

先月号で date. KOBE プロジェクトとのコラボキャンペーン

についてお知らせした 映画“フォルトゥナの瞳”が 2月 15

日に公開されました。公開に合わせて、2丁目組合員の皆さ

んには、映画オリジナルのムビチケカードをプレゼントさせ

て頂きました。もうご覧になられた方もいらっしゃるかもし

れませんね。『死を目前にした人が透けて見える能力』を持

った主人公と恋人の運命の選択を描いた物語で、主演の神木

隆之介さんにとって、自身初となる実写でのラブストーリー

ということでも話題の今作。地元 兵庫出身の有村架純さんも素晴らしい演技でストーリーをぐっと引き

立てています。そして、キラキラ映画の巨匠と呼ばれる三木孝浩監督が撮った神戸を映画と合わせて楽し

んでもらえると思います。ロケ地は date. KOBE のウェブサイトの中で詳しく紹介していますので、映画

と合わせて美しい神戸の景色もお楽しみください！さらに date. KOBE では、映画とコラボしたプレゼン

トキャンペーンも実施していますので、映画の後は大切な方と神戸デートを楽しんでくださいね。 

“フォルトゥナの瞳”公式サイト http://fortuna-movie.com/ 

神戸のデート情報満載の date.KOBE ウェブサイト： http://datekobe.net/  

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記 

先月号でもご紹介しました映画「フォルトウナの瞳」が今月 15日から公開されています。映画では兵庫県立舞

子公園やハーバーウォーク、東遊園地やフラワーロードなど多くの神戸のシーンがスクリーンに映し出され、

観ているこちらも嬉しくなります。そう言えば以前にも中谷美紀さん主

演の映画「阪急電車」でもフロインドリーブやメリケンパークなど神戸

の美しい風景が沢山使われていました。普段、神戸で生活していると目

の前を流れていく風景を気にする事はほとんどありませんが、改めてス

クリーンで観ると、その美しさに少なからず驚かされます。その様な

「神戸を愛する気持ち」は神戸人としてはかなり自信があったのですが、

所謂「郷土愛」は、ある調査によると福岡がトップなのだそうです。こ

れはショックでしたが、神戸ビーフや、洋菓子、パンだけではなくて、

神戸人がもっともっと誇りに出来る「街の魅力」を模索していかなければなりません。久元神戸市長も「これ

までの人口規模編重から脱却し、奥行きと深みのある上質な街を目指す」とコメントされておられます。これ

からの私達の課題ですね。 
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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    

 

★★★★萩原碌山萩原碌山萩原碌山萩原碌山（オギワラ（オギワラ（オギワラ（オギワラ    ロクザン）ロクザン）ロクザン）ロクザン）生誕生誕生誕生誕 140 年、行ってきました碌山美術館年、行ってきました碌山美術館年、行ってきました碌山美術館年、行ってきました碌山美術館 

長野安曇野地区に安曇野アートラインがあるのをご存知でしょうか。長野県安曇野市から白馬村にかけて

19 か所もの美術館があり、それを総じて「安曇野アートライン」と呼ばれてい

ます。安曇野ちひろ美術館やジャンセン美術館などがあり、その中の碌山美術

館が大糸線穂高駅から徒歩 5分の所にあります。明治の彫刻家である萩原碌山

（1879～1910）こと萩原守衛は恋心を抱いていた東京の女学校を出た女性（尊

敬する先輩の妻、相馬黒光）から油絵を見せられたことから絵画の道に入った

と言われています。24 歳の時にフランスに渡りロダンの「考える人」に深く感

銘を受け彫刻の道を究めようとしたそうです。決

して許されない相馬黒光への恋にもがき苦しむ

ことが碌山の彫刻への原動力に昇華し、数々の名

作を作成しました。わずか 30 歳でこの世を去り

ましたが、ここ碌山美術館でその迫力のある力作を観賞することが出来ま

す。この美術館の外観は教会風の数棟の建物が並び、それだけでも風情が

あり是非一度訪れてみてはいかがでしょうか。またここ安曇野はワサビで

有名で、近くに「大王わさび農園」や「わさび漬」を販売するお店も沢山

あり、楽しめること請け合いです。休館日は月曜日、朝 9時から夕方 4時

まで、駐車場は広く無料で、できれば車で神戸から 4時間ほどで安曇野アートラインを試してみるのもい

いですね。 

碌山美術館：Tel.0263-82-2094  http://www.rokuzan.jp/http://www.rokuzan.jp/http://www.rokuzan.jp/http://www.rokuzan.jp/ 

★世界自閉症啓発デー★世界自閉症啓発デー★世界自閉症啓発デー★世界自閉症啓発デー    LLLLIGHT IT UP BLUEIGHT IT UP BLUEIGHT IT UP BLUEIGHT IT UP BLUE    

今年も〝LIGHT IT UP BLUE〞を掛け言葉に 4月 2日から 8日迄、「発達障害啓発週間」がやって来ます。

発達障害とは自閉症およびアスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障

害（読字障害や書字障害を含む）、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳

機能の障害であって、その症状が通常低年齢に於いて発現するもので知的障害を

伴う場合もあります。有名なアメリカのテレビ番組「セサミストリート」に登場

するオレンジ色の髪をした女の子「ジュリア」もまた自閉症の特性があるキャラ

クターです。自閉症の人は自分の殻に閉じ

こもっているのではなく、気持ちを上手く

伝えることや、他人の言葉の意図を理解す

ることが苦手なだけで、純粋で一生懸命な

のだそうです。自閉症はその認知度の低さに相反して発生頻度は高

く、軽い症状も含めると、およそ 100 人に 1人が自閉症を持ってい

るといわれています。私達が理解を深め、社会全体でサポートして

いくことで安定した生活が送れるようになるのです。どうぞご理解

とご協力をお願いします。 



★神戸と沖縄の繋がりの象徴、カンヒザクラ★神戸と沖縄の繋がりの象徴、カンヒザクラ★神戸と沖縄の繋がりの象徴、カンヒザクラ★神戸と沖縄の繋がりの象徴、カンヒザクラ（寒緋桜、別名ヒカンザクラ）（寒緋桜、別名ヒカンザクラ）（寒緋桜、別名ヒカンザクラ）（寒緋桜、別名ヒカンザクラ）の記念碑設置の記念碑設置の記念碑設置の記念碑設置    

1995 年、阪神・淡路大震災の後、「瓦礫に花を！」の活動をしていた市民団体「阪神大震災復興市民まち

づくり支援ネットワーク（1996 年に阪神グリーンネットとして

発足）が沖縄の同じく市民団体である「阪神緑化再生プロジェク

ト支援 奄美・沖縄委員会」に依頼し、沖縄の各地域からケラマ

ツツジ、カンヒザクラの苗木、アロエ等々が寄贈されました。贈

られた植物の目録は「日本列島さくら駅伝」と称して桜前線を追

って沖縄から北海道までの日本列島縦断駅伝を計画していた「沖

縄地球を走る会」に託され

ました。1996 年に仮設住宅

などにそれらの植物が沖縄

のランナーから阪神グリー

ンネットワークを通じて手渡されました。その時のヒカンザクラの

一部が王子公園の南側で大きく育ち、毎年見事な緋色の花を咲かせ

ています。とこらがそこには何の説明板もない事に元沖縄県副知事

の嘉数昇明さんが気づかれ、「沖縄地球を走る会」に報告し、寄付金

が集められました。その結果、説明文をはめ込んだ沖縄の琉球石灰岩

で出来た立派な記念碑が作成され、神戸市と「阪神グリーンネット」

が協力して現場に設置されました。その設置セレモニーが 2月 23 日

（土）に現地で約 60 名程の関係者が集まり、執り行われました。そ

のテープカットは「参加者全員で」という珍しい形で行われました。

このヒカンザクラはソメイヨシノよりも早く開花しますのでタイム

ズがお手元に届く頃には花の見頃を過ぎていると思われますが、来年

は是非、沖縄と神戸の真心が結集した美しいその花をご覧になって下さい。 

    

★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介    アイシティ三宮センタープラザ西館店アイシティ三宮センタープラザ西館店アイシティ三宮センタープラザ西館店アイシティ三宮センタープラザ西館店    オーオーオーオープン！プン！プン！プン！    

目にトラブルを抱えておられる方々は多いと思います。そんな方々のために嬉しいお店がオープンしまし

た。それが「アイシティ三宮センタープラザ西館店」です。店長の前川様

からのメッセージをご紹介します。 

「この度、3月 1日にセンタープラザ西館にオープンいたしました。アイ

シティは全国に約 290 店舗出店しているコンタクトレンズ専門店です。ハ

ードレンズ、ソフトレンズ、2週間交換タイプ、1日使い捨てタイプ、乱

視矯正用、遠視矯正用、遠近両用と幅広いラインナップを取り揃えており

ます。最近では日本人口の 62％が 40 歳以上の年齢になり、遠近両用コン

タクトレンズも大変人気が御座います。現在使用されている方は勿論、遠近コンタクト未経験の方、ご相

談だけでも結構です。是非一度ご来店頂ければ幸いです。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしています」

とのことです。これからの高齢化社会では勿論、若い世代でもコンタクトが手放せない方々にも本当に強

い味方ですね。ぜひ一度相談がてらお店を覗いてみて下さいね！ 

アイシティ三宮センタープラザ西館店： 営業時間 10:00～19:00 （定休日：水曜日） 

                   電話番号 078-381-7555 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    

カンヒザクラの記念碑設置当日には多くの沖縄の関係者の方々が遠路遥々ご来神下さいました。そしてヒ

カンザクラにまつわる思い出話を昔の写真なども用意される中、実に楽しそうに語られていました。桜の

花と沖縄の真心が 24 年後に改めて私達の胸を熱くしてくれた時間でした。人と人の繋がりは何年たって

も強く生き続け人生を豊かにしてくれます。これからも「効率さ」や「利便性」といったどこか人間味の

少なさを感じさせる風よりも、「真心」や「繋がり」といった温かさを感じさせてくれる風を背に受けて

歩んで行きたいものですね。 
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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    
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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    

★★★★第第第第 11114444 回ストリートミュージアム作品収蔵式典回ストリートミュージアム作品収蔵式典回ストリートミュージアム作品収蔵式典回ストリートミュージアム作品収蔵式典    

4月6日に第14回目となるストリートミュージアム作品収蔵式典が三宮センター街2丁目で行われました。

今回の作品は富山県出身で三田市に工房を持たれて

いる陶芸家若杉聖子先生の「落白花」です。 

若杉先生は近畿大学文芸学部芸術学科を卒業され、三

田市の里山で月曜から日曜まで毎日鋭意創作されて

いて、国内外で年間 7,8 回の個展を開かれているそう

です。式典には久元喜造神戸市長をはじめ、「夢・未

来号」に参加された児童施設の子供さんなど関係者の

方々が多く出席され、6名の方々により除幕式が行わ

れました。その後、久利理事長、若杉先生、久元神戸

市長の順番でご挨拶がありました。久元神戸市長が「白色は色なの

かどうか？」を若杉先生に問いかけられ、若杉先生が「色です」と

答えられたのは興味深いやり取りでした。作品は美しいのはもちろ

んですが、女性らしい「優美」さや「エレガント」さも感じられ、

とても素敵な作品です。この作品でよりアートストリートが充実し

たのは間違いありません。来年以降もこの作品に負けないくらい素

晴らしい作品が予定されています。皆様、どうぞご期待下さい！ 

★三宮センター街で「人流調査」測定★三宮センター街で「人流調査」測定★三宮センター街で「人流調査」測定★三宮センター街で「人流調査」測定    実験中！実験中！実験中！実験中！    

インターネットやスマートフォンはすっかり普及し、商店街での商

売のあり方も変化してきました。また、昨年ごろから IoT やビッグデー

タなど、新しいテクノロジーを使ったサービスやビジネスが身近に感じ

られるようなニュースも多く見られるようになり、いよいよ街づくりに

もそういった技術の恩恵が求められるようになってきたと思います。そ

んな中、三宮センター街 2丁目では関西電力の呼びかけに応じ、IoT セン

サーを活用した「人流データ」の測定および活用の社会実験に協力して

います。具体的には東西の出入り口に各 2台、計 4台のカメラを設置し、

リアルタイムで【人流(人の流れや属性)】を取り込み、得られたデータを防犯やマーケティングに利活用

できるようにする実験です。今回の社会実験は年度末 3月頃まで行われ、先日途中経過が振興組合に報告

されました。そして引き続きより精度の高い情報を収集するため、新年度もこの実験が継続して行われて

います。また関西電力はセンター街 2丁目のみならず、センター街 1丁目や三宮駅周辺でも同時にセンサ

ーを用いた調査を行っており、広域のデータと商店街のデータを組み合わせた分析が行われる予定です。

より良い街づくりのため、今回の実験が有効に活用できるといいですね。 

★行ってまいりました★行ってまいりました★行ってまいりました★行ってまいりました    2222 度目のミホミュージーアム度目のミホミュージーアム度目のミホミュージーアム度目のミホミュージーアム    

この 3月末に滋賀県信楽にあるミホミュージーアムに行ってまいりました。新名神信楽インターから約 15

分、今回で二度目です。今回特出するのは大徳寺龍光院の国宝「曜変天目茶碗」が出展されています。 



漆黒の器で内側には星のようにも見える大小の斑文が散らばり、斑文の周囲は暈状の青や青紫で、角度に

よって玉虫色に光彩が輝き移動します。「器の中に宇宙が見える」とも評され

ています。曜変天目茶碗は、現在の中国福建省南平市建陽区にあった建窯で作

られたとされています。現存するものは世界でわずか 3点しかなく、そのすべ

てが日本にあり、3点とも国宝に指定されています。いずれも南宋時代の作と

されますが、作者は不詳です。日本では室町時代から唐物の天目茶碗の最高峰

として位置付けられています。また龍光院は安土桃

山時代の豪商、天王寺屋宗久に由来のあるお寺で大

坂夏の陣をくぐり抜けた多くの茶器、書、美術品な

どが収められています。今回の様に龍光院所蔵の多

くの作品が一堂に展示されるのは今後何年間、非常

に困難なのではとも言われています。また私が訪れた 3月末はまだ蕾でしたが、

この美術館には数百本ものしだれ桜が植えられ、4月号が届く頃には一番の見

頃ではと思います。国宝の「曜変天目」を楽しみ、桜街道を愛でること請け合

いです。是非一度行かれてみてはと思います。 

ミホミュージーアム ：「大徳寺龍光院国宝曜変天目と破草鞋」展 

期間：３月 21 日か～5月 19 日まで  開館時間：10 時～17 時（入館は 16 時まで） 

休館日：月曜日 4/30 5/7 (ただし 4/29  5/6 は開館) 

住所：〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代百谷 300 Tel:0748-82-4788 

★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介★新店舗紹介    買取専門店・買取オフ神戸三宮店オープン買取専門店・買取オフ神戸三宮店オープン買取専門店・買取オフ神戸三宮店オープン買取専門店・買取オフ神戸三宮店オープン    

2 月にオープンしました買取専門店・買取オフ神戸三宮店さんからお預かりしたオープンに際してのメッ

セージをご紹介します。 

「買取オフはどの様な商品でも買い取ります！！貴金属・時計・ブランド品・

携帯端末・カメラ・楽器など対応ブランド・アイテム数は 1万以上！当店では

ジャンク品も高価買取しております。状態は不問ですので、状態を問わず是非

一度お持ち込み下さい。買取オフが選ばれるのには理由があり、①独自の販売

ルートを多数確立 ②徹底的なコスト削減 ③そこから得た利益をお客様に還

元 この様にして他店圧倒の高価買い取りが可能なのです。そして出張買取・

宅配買取・店舗買取の三通りの中からお客様が自由に選ぶことができます。査

定に関しても簡単便利なライン査定・メール査定・電話査定と、ご利用無料で

査定員がしっかりと査定対応を致します。さらに全店、査定料・手数料無料で

初めてのお客様でも入りやすい環境作りをしております。もちろん査定のみでも大歓迎！是非一度相談が

てらお店を覗いてみて下さい。素敵な笑顔でスタッフ一同お待ちしております」とのことです。皆様もご

家庭に最近あまり使っていないアイテムをお持ちだと思います。きっと高く買い取って頂けると思います

ので、是非ご相談下さい。 

買取専門店・買取オフ神戸三宮店： Tel.0120-022-035  営業時間：11:00～20:00（水曜定休） 

〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2-10-7  https://kaitori-off.net 

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記    

新年度になり、元号も 5月には「令和」に変わりますね。災害の多かった「平成」が終わります。 

現在は「一世一元の制」ですが、過去（明治時代以前）には大災害

や大規模戦乱が発生した時には「災異改元」といって天皇在位中で

も元号が変わることがあったそうで、その気持ちも分かる気がしま

す。しかしながらたとえ「令和」に変わっても、大災害の発生する

確率は残念ながら下がらないでしょう。私達は来るべき「その日」

に備えて物理的にも精神的にも備えなければなりません。平穏な

「令和」を祈りつつも、その準備だけは忘れないようにしましょう。 



The 2 Chome Times 令和１令和１令和１令和１年年年年７７７７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    
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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    

★行ってきました岡山美術館巡り★行ってきました岡山美術館巡り★行ってきました岡山美術館巡り★行ってきました岡山美術館巡り    

前月、岡山の美術館巡りに行ってまいりました。岡山県立美術館で 6月 16 日まで「ロマンティックロシ

ア」展が開催されていて、ロシアの雄大な自然や独特な

建築のある景観を描いた風景画をはじめ、とくに今回は

ロシア国立トレチェコフ美術館の中でもロシアのモナリロシアのモナリロシアのモナリロシアのモナリ

ザザザザと言われる「忘れえぬ女」（写真）が出展されていて、

ロシア的ロマンにあふれる名画が楽しめました。また岡

山県立美術館からすぐのところにある岡山市立オリエン

ト美術館もなかなかユニークで、古代エジプトから古代ペルシャ、ガンダーラ地方な

どから発掘された美術品を一堂に展示してなかなかの迫力でした。余談ですがお手洗

いのサイン（写真）もオリエント風で、また建物自体もモダンな造りで一度行かれてみてはいかがでしょ

うか。岡山には「ままかり」や「肉まん」で有名な山珍などのグルメがこの地区の近くにありドライブが

てらに楽しめること請け合いです。 

岡山県立美術館：〒700-0814 岡山市北区天神町 8-48 Tel.086-225-4800 http://okayama-kenbi.info/ 

岡山市立オリエント美術館: 岡山市北区天神町 9-31 Tel.086-232-3636 http://www.orientmuseum.jp/ 

★刺股（さすまた）の実践講習を行ないました！★刺股（さすまた）の実践講習を行ないました！★刺股（さすまた）の実践講習を行ないました！★刺股（さすまた）の実践講習を行ないました！    

各地でさまざまな事件が発生しており、多くのお客さまが集まる三宮センター街でもあらゆる対策が必要

になってきており、三宮センター街 2丁目では、最新式の刺股（さすまた）を用意しました。しかし、せ

っかく刺股があっても、使い方がわからなくては武器になりません。そ

こで、先日の美化活動の時間を使って、ＰＯＢの皆さんに組合員向けの

実習を行っていただきました。刺股を使って、犯人に近づかれないよう

にすることや、刺股で殴打するなどの威嚇を行うことなど実践的な使用

方法を教わり、組合員の方も試用しました。一人で対処せず大勢でかか

ることなども必要ですので、組合のスタッフが、日頃の清掃活動などを

通じて顔見知りになることも大切です。定期的に保管場所の周知を行な

い、いざというとき役に立つようにさらに防犯対策を推し進めていきま

す。これからもより安心してお買い物を楽しんでもらえるように組合員一同努力していきます。 

★台湾との交流★台湾との交流★台湾との交流★台湾との交流    行ってまいりました行ってまいりました行ってまいりました行ってまいりました台湾台湾台湾台湾国立故宮博物館南院国立故宮博物館南院国立故宮博物館南院国立故宮博物館南院    

神戸市立博物館が昨年の 2月からリニューアル工事で閉館し、今年の 11 月 1 日に再オープンするこの機

会に、同博物館の所蔵品 100 点以上が台湾の嘉儀にある国立故宮博物館南院

に 9月 8日まで貸出されています。街づ

くり協議会の有志で早々に訪れてきまし

た。まずは台北にある国立故宮博物院を

訪れ翌日台湾新幹線で約 1時間半の嘉儀

まで行き、さらにバスで 20 分、南院に到

着。余談ですが台湾新幹線は車両が日本製でまるで東海道新幹線に乗

っている気分でした。 



到着して最初に感じたことは建物の立派さ、2015 年に開館したようで館内には多数の現地来館者もあり、

デザイン的にも素晴らしい建築物でした。更に驚かされたのは今回の貸しだした展示物が大々的に「交融

之美―神戸市立博物館精品展」という企画展として取り上げられ、私達は彭館長はじめ職員の方々にお出

迎え頂いた事でした。研究員の鄭さんが日本語で説明をされ、展示内容の規模もさることながら、展示の

仕方も工夫されており、池長コレクションが中心の展示品は中国との関わりや西洋との接点など、カテゴ

リー別に展示されていたりと、大変分かりやすく観覧することが出来ました。今回、異国で神戸の至宝を

再見し、11 月 1 日の神戸市立博物館のリニューアルオープンがとても待ち遠しく思いました。  

★私達のヒーロー、兵庫県警察官の募集が始まっています！★私達のヒーロー、兵庫県警察官の募集が始まっています！★私達のヒーロー、兵庫県警察官の募集が始まっています！★私達のヒーロー、兵庫県警察官の募集が始まっています！    

日頃から私達の街の安全・安心を見守っていて下さっている兵庫県警が新

たに警察官を募集しています。私達が安心して街創りに没頭できるのも、

激務を顧みず常に犯罪に目を光らせたり、心配事に相談に乗って頂けるか

らです。余談になりますが、記者の大学の後輩も最近、兵庫県警に採用さ

れましたが、久しぶりにみた彼の表情には逞しさと、職務に対する責任感

のようなものが感じられ、非常に印象的でした。皆様のお知り合いの方で

この崇高な職務に関心のある方がおられたら、この採用要綱を教えてあげ

て下さい。待っています、次世代のヒーローを！  

 

お問い合わせ先：・0120-145-314 http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/ 

 

試験区分 

受験資格 
採用予

定人員 
年齢 学歴・専門的技能 

一

般

区

分 

男性 

A 

昭和 59 年４月

２日以降に生

まれた人 

学校教育法(昭和 22年法律第 26号)に規定す

る４年制大学(これと同等と認める大学等を

含む。以下同じ。)を卒業した人又は４年制

大学を令和２年３月までに卒業見込みの人 

51 人 

B 

昭和 59 年４月

２日から平成

14 年４月１日

までに生まれ

た人 

上記 A 区分以外の人 130 人 

女性 

A 

上記 A区分と同

じ 

上記 A 区分と同じ 20 人 

B 

上記 B区分と同

じ 

上記 B 区分と同じ 20 人 

                                        

★編集後記★編集後記★編集後記★編集後記 

神戸ポートアイランド西側のポーアイしおさい公園に新モニュメントの「BE KOBE」が新たに設置されま

した。〝インスタ映え〞から人気のあるメリケンパークのモニ

ュメントの第二弾となるものですが、切り抜き文字が表現され

ており、夜間は LED 照明の効果もあってこの場所も人気になり

そうです。ポートアイランドのイメージは医療産業が集積され

ていたり、大学があったりと、少しお堅いイメージもありまし

たが、神戸どうぶつ王国とともに新たな観光資源としてのソフ

トパワーになってくれれば嬉しいですね。  
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2 丁目で KOBE Free Wi-Fi ご利用いただけます 

 

★神戸空港の空は明るい！ 規制緩和へ！ 
既にメディアでは報道がなされましたが、関西、伊丹、神戸空港の役割を決める「関西三空港懇談会」に

於いて、神戸空港の運用時間と発着枠の規制を段階的に緩和すること

で合意された事を皆様もご存じでしたか？ 

その内容は 1日、60便の上限を 80便まで引き上げ、2025年の国際博

覧会（大阪・関西万博）までに国際便就航を目指すというものです。

期待していたよりは中期的な視

点に立って徐々に規制緩和が進

みそうですが、私達にとっては

待ちに待った規制緩和へのスタートという事になります。これが実

現すればもちろん神戸市民の利便性だけではなく、インバウンド需

要への更なる取り込みも可能ですし、神戸での国際会議や医療都市

としての海外からの患者さんの受け入れ態勢も拡充します。また昨

年の様な大型台風への備えへの重要な選択肢ともなり得ます。 

さらに海外からの航空貨物の取り入れも可能で、神戸港との相乗効果も期待できるなど経済面での期待も

大いに膨らみます。早く実現して欲しいものです。 

 
★女性の心強い味方、ルシアクリニックが開院！ 
女性にとっての強い味方のクリニックが私達の街に誕生しました。それがスキンケアと医療脱毛を中心と

した美容皮膚科クリニックの〝ルシアクリニック〞さんです。神戸院は大阪、

京都に続く三店目になります。肌の露出が特に多い夏は女性にとって魅せる肌

作りが大切ですよね。当院では「厚労省認可の脱毛機を使い、敏感肌でも大丈

夫」、さらに「短期間での永久脱毛を完了」すること

が可能です。現在、当院ではキャンペーンを実施中

で、「まるごと全身脱毛コース」が相場よりも遥かに

お手頃価格の 120,000円（税別・ 5回コース）、月

額 5,700円（税別）～で受けることが出来、人気急

上昇中です！もちろん、笑顔の素敵なスタッフが完

ぺきなホスピタリティーで出迎えてくれますし、アフターケアもバッチリです。

無料カウンセリングもありますから、貴女もルシアクリニックの高い技術力・

安心サポートで魅惑の肌美人に変身しましょう！！ 

ルシアクリニック：Tel.078-335-1050 〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2-10-7 グレース神戸ビル 2F

（ 入口はスポーツワールドからの下りエスカレータを降りた 1階の左側の階段を上

った 2階です） 

営業時間：月～土 11:00～20:00  日・祝 10:00～19:00 休診日：水曜日 

         lucia-c.com/hairremoval.html 



★石川県能登島ガラス美術館に行ってきました 
我が街のアートストリートに数年以内に収蔵される予定の田島悦子先生の作品ですが、今回、先生の個展

「花咲きぬ」を鑑賞しに行ってまいりました。

田島先生は大阪芸術大学の教授で、陶とガラス

を素材に生命感あふれる作品制作をしておら

れます。神戸より車で約 5時間、石川県能登島

にある能登島ガラス美術館で 7月 13日から 9

月 29日まで開催されています。ヨーロッパの

ガラスの都ヴェネチアをお手本に「能登島でガ

ラスを」と、1984年にガラス工房が建設され、

1991年にこの美術館が建設されました。建物の

作りがとてもユニークで中はまるで迷路の様

で建物自体も趣があり（残念ながら館内撮影不可のため写真はありませ

ん）、展示されていた田島先生の作品は年代別テーマ別に展示され大変分

かりやすくその一つ一つの作品の持つ迫力のある力強さやまるで生を受

けたかのような優しさが感じられ大変興味深く閲覧させていただきまし

た。石川県金沢には石川県立美術館や 21世紀美術館、焼き物の大樋美術館など興味をそそられる美術館

が多数ありちょっとした一泊の小旅行も楽しみかもしれません。お勧めです。 

石川県能登島ガラス美術館 

〒926-0211 石川県七尾市能登島向田 125部 10番地 URL:http://nanao-af.jp/glass/ 

 

★今年の神戸花火大会も綺麗でした！ 
8月 3日に恒例の神戸花火大会が開かれました。例年通り、総数 6500発が神戸の夜空を華やかに染めまし

た。本当に暑い日中でしたが、埠頭での鑑賞にはとても気持ちの

良い海風も吹いていて心地よく約 1時間の美の祭典を楽しむ事が

出来ました。個人的な印象でしたが、例年に比べて特に今年はカ

ラフルな花火が多かった気がしました。いつも観賞させて頂いて

ばかりで、実際に打ち上げる花火師のご苦労は想像するしかあり

ませんが、三隻の打ち上げ

用の台船からの発射です

から、1台船当たり 2千発

以上を打ち上げているこ

とになり、のんびりと鑑賞している反対側では命がけの作業が行わ

れています。勿論、最近のことですから、コンピューター制御で行

われているとは思いますが、それでも大変危険な作業だという事は

間違いがないと思います。一度その花火師の方にお話しをお聞きし

て、そのあたりの苦労を知ってみたいなと考えながら、大きな混乱

もない中で帰途につきました。来年も大いに楽しみたいですね。 

 

★編集後記 
今年で 74回目の終戦記念日を迎えました。それは現在の日本国民の大半が戦争を知らないということに

なります。先日、NHKスペシャルで「地獄のガダルカナル戦」という番組を観ました。1942年に陸軍精鋭

部隊 916名が 1万を超える米軍に戦いを挑み、全滅した史実です。アメリカ側の残した資料映像などは観

るに堪えないものでした。沖縄戦での悲劇など、やはり私達は戦争の悲惨さを決して風化させずに、次世

代に伝えなければなりません。世の中がどんなに混乱しようとも、戦争に巻き込まれることだけは避けな

ければなりません。又、8月 8日は翁長前沖縄知事の 1周忌御命日でした。終戦記念日を前に、久利理事

長が御自宅を弔問し、御冥福をお祈り致しました。 
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★長年の活動が評価されました！　第 55回琉球新報賞受賞です！
「KOBE夢・未来号・沖縄」をはじめ、KOBE三宮・ひと街創り協議会会長として沖縄と神戸の交流に長年に

亘って尽力を尽くしてきたことが高い評価を受け、久利理事長

が「第55回琉球新報賞（社会・教育功労）」を受賞しました。

同賞は各分野で沖縄の振興と発展に貢献された方々の功績を

讃え顕彰されるもので、県外からの受賞は異例とのことです。9

月 25 日には沖縄ハーバービューホテルで受賞者 7名の贈呈

式・祝賀会が開催され、関係者ら約500名が参加、受賞スピー

チ時には会場から人が溢れ別室のモニターで観覧するほどの

盛大な式となりました。久利理事長はスピーチの冒頭で、元沖

縄県副知事・故安里カ

ツ子さんとの交流に触れ、当日着用していた〝かりゆし が安里さん〞
からいただいたものであることを紹介、「この場に一緒に出ていただ

いているよう」と笑顔を見せました。また、地球温暖化について国連

で怒りのスピーチを述べたスウェーデンのグレタ氏や、自身もライ

病（ハンセン病）を患いながらライ病患者達の支援に生涯を捧げた

ダミアン神父像（彫刻家・舟越保武氏の作品）の話を引用した上で

沖縄への想いを伝え、「沖縄をもっと深く知り、私達は勿論のこと、

「夢未来号」で参加する子供さん達にも沖縄が抱える諸問題を『自分

たちの問題』として捉えてくれるようになれば」と展望を語りスピーチを締めくくりました。改めて申し上

げるまでもなく、今回は個人の受賞ではなく、この賞は日頃から同じ志を共有している皆様のご協力があ

ればこそ頂いたものであり、改めて皆様に御礼申し上げます。

★KOBEオレンジリボンウォーク開催！みなさん、笑顔でお声がけお願いします
11月は「児童虐待防止推進月間」です。神戸市では“KOBEオレンジリボンウォーク2019”と題して、11月 3

日におそろいのオレンジのＴシャツで三宮からハーバーランドまでパレードが行われます。三宮センター

街2丁目では、ナイトミュージアムのライトをオレンジ色

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

す。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、たくさんの方に児童虐待防止や早期発

見を呼びかけています。当日パレードを見かけたら、ぜひ笑

顔で手を振って応援しましょう！ KOBEオレンジリボンウ

ォーク開催日時：2019年 11月 3日(日) 11:00～13:00



★国際交流、ラグビーワールドカップ神戸、開幕です
2019ラグビーワールドカップ神戸会場初戦のイングランド対アメリカを

観戦しました。試合はイングランドの完勝でした。

イギリス、アメリカから多くのお客様が神戸に来

られ、写真にあるように思い思いのコスチューム

で本当にラグビーを楽しんでおられたと思います。

私もイングランドのユニフォームとフラッグを準

備して多くの方たちと交流しながら楽しんで来ま

した。スポーツは言葉も習慣も違う人々を一つに

するツールだと改めて感じております。海外から

来られた方々とお話をしていますと、神戸ビーフ

のレストランや、お買い物の場所など色々と質問されました。ホスピタリテ

ィーを持ってお答えさせていただきました。「日本が初めて、神戸が初めて」

の方々がほとんどでしたが、また来てみたいと思ってもらえることを願っ

ています。

★ますます便利に神戸空港
この度神戸空港からフジドリームエアラインズが「神戸＝松本」便を一日1

往復、また「神戸=出雲」便を一日2往復、10月 27日より就航することと

なりました。また 12月 20日からは「神戸=高知」便が 1日 2往復就航いた

します。早速センター街 2丁目有志はまず神戸松本便を来月 27～29日に

利用する企画を立ち上げています。国土交通省航空局や「関西 3 空港懇談

会」、各自治体は神戸空港の将来的な規制緩和で合意し、2021年ごろまでに現在は午前 7時から午

後 10時までの運航を一時間延長し午後 11時までの 16時間に拡大します。また発着枠も 1日 60

便（30往復）を 80便（40往復）に増やすこととなりました。ますます便利になる神戸空港。

将来は〝国際空港へ〞との夢も広がりますね。

★今年も予防が大事ですよ！　竹村クリニックへＧＯ！
気温が下がり、気候の良い季節になりましたが、それはインフルエンザの季節に入ったことを意味

します。現在使われているワクチンは不活化ＨＡワクチンと言ってインフルエンザウイルスとし

ての働きをなくし、ウイルスの粒子に含まれている一部の成分（ＨＡ）を取り出して、免疫（イン

フルエンザウイルスに対する抵抗性）を高め、発熱等の副反応を出来るだけ低く抑えたワクチン

です。ですから安心してワクチン接種を受けて頂けますし、今年は流行が早く始まるといわれてい

ますので、既に始まっているワクチン接種を出来るだけ早く受けて下さい！

竹村クリニック：サンプラザ 3F  Tel.078-391-3131　診察時間　9:30～12:00  13:30~16:00

　　　　　　　　木曜午後と土日祝日は休診　　接種は令和 2年 1月 31日（金）迄　

★編集後記
11月 2日（土）に決勝戦が行われる今回の日本でのラグビーワールドカップ、本当に感動と熱狂

を与えてくれていますね。どの試合も素晴らしく、ブレーブブロッサムズと呼ばれる日本代表の活

躍は私達に誇りと勇気を与えてくれました。個人的にはある意味その〝熱狂〞以上に心を動かされ

たのがノーサイドの後に、相手チームへのリスペクトを込めて花道を作り送り出した試合が多か

ったことでした。あれだけの肉弾戦の後ですから感情的になってもおかしくはないと思うのです

が、そうではく逆に讃え合うことにラグビーの素晴らしさを感じました。来年のオリンピックでも

きっとラグビーワールドカップに負けないぐらい心が揺さぶられる勝負が待っているのでしょう。

今から待ち遠しく感じられて仕方ありません。そしてその時もまた日本の「おもてなしの心」で海

外を含む観光客の方々を歓迎いたしましょう！
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★富川 沖縄県副知事 が三宮センター街 2丁目を視察 

「KOBE夢未来号沖縄」などの様々な交流事業を通じて、すっか

り身近な存在になっている沖縄県から、富川盛武副知事がご公

務多忙な中、三宮センター街 2丁目をお訪ね下さいました。ス

トリートミュージアムに収蔵されていて沖縄の誇るアーティス

ト大嶺實清さん、國吉清尚さんの作品を中心に紹介し、久利理

事長から「センター街を通行する人

に沖縄の文化を発信する機会になっ

ているようです」と伝えると大変喜

ばれていました。また、床が綺麗に

保たれていることに非常に感心して

おられ、毎月の清掃活動の成果を感じられる場面もありました。KOBE・ひと街

創り協議会の様々な取り組みを熱心に聞かれ、富川副知事からは「神戸から沖

縄のことを教えられ、考えさせられる事が多々あります」と過分なお言葉を頂

きました。お話の中で、これまでお世話になった沖縄の方々のお名前が多数登

場し、ますます沖縄と神戸の縁が広がり、強まっているようです。これからも

〝チムグクル〞（真心）を持って交流を深め、沖縄に心を寄せ続けていきたい

と思っています。 

★今年もお届けいたしました 

恒例の神戸ワイン 2,000 本を組合員の方々にお配りさせて頂きました。今回のラ

ベルは版画家、故川西英先生の作品、かつて諏訪山にあった〝諏訪山動物園〞の

ラベルをご用意させて頂きました。阪神大震災から 10 年を経て始められたこの

プロジェクトですが、今年の葡萄は 7 月下旬から 8 月前半にかけて続いた晴天

で、例年よりも着色が早く、糖度も乗り、順調に生育しました。その結果、今年

のワインの出来も素晴らしい仕上がりになっています。今回でお配りし始めてか

ら 16 回目になるこの神戸ワインを存分にお楽しみ下さい。ちなみに記者が担当

する店舗でも、多くのお客様が毎年楽しみにされ、喜ばれております。 

★首里城復興へのタペストリーを掲げます 

焼失してしまった首里城再建を後押しすべく街でも動いていますが、御通行中の

皆様にもご協力をお願いするために、各店舗に募金箱を設置させて頂きました。

実際に皆様にその事を認知して頂くために〝再建応援タペストリー〞が街に掲

げられました。現在は横長の物ですが、年明けには写真のように大きなタペスト

リーも掲げられます。国を挙げて再建を後押しする流れが出来ていますが、さら

に街としても強く進めていきます。皆様におかれましても、どうぞご理解の上、

お客様へのお声がけなどをよろしくお願いいたします。 

 



★今年は台湾に行ってまいりました！ 

2019 年度 三宮センター街 2 丁目商店街振興組合の研修・親睦旅行が 11 月 6 日～8 日の日程で行われ、

台湾、台北に行ってきました。三日間とも晴れの天候に恵まれ、大

変楽しく有意義な旅行となりました。台湾と言えば中華料理ですね。

台湾到着、一日目の夜はミシュラン二つ星

の中華料理を、二日目は参加の皆様それぞ

れに現地の料理を楽しまれました。台北市

内には、かつての日本統治時代のインフラ、

建物が装いを変えて様々の用途に使われて

いるのが、興味深かったです。蒋介石総統の顕彰施設「中正記念堂」は、大変立

派な施設で、蒋介石の権力の大きさが偲ばれる施設でした。その他、衛兵の交代

の儀式など、見どころは多くあったのですが、なんと言っても「故宮博物院」が

最大の見どころでした。「故宮博物院」には中国四千年の歴史が詰まっておりま

す。最後になりましたが、今回の旅行でお世話になった、（株）ツーリストイン

神戸さんと添乗された吉田様に感謝申し上げます。 

★神戸市立博物館がリニューアルオープンしました！ 

約 2 年間のリニューアル工事を経て 11 月 2 日にオープンした「神戸市立博物館」ですが、それを

記念して同館所蔵の名品展が 12 月 22 日（日）まで行われています。 

作品数は約 150点にものぼり、「考古・歴史」「古地図」「美術」の 3部

門で構成されています。「考古・歴史」では、国宝『桜ヶ丘銅鐸・銅戈

群』や『源平合戦図屏風 一の谷合戦図』のほか、幕末から明治を伝

えるさまざまな資料が見られます。「古地図」では、16世紀から 19世

紀の日本地図、世界地図が展示されており、江戸時代に伊能忠敬が測

量した「沿海地図」など見応えのある資料が目白押しとなっています。 

「美術」では、重要文化財の 3点である「泰西王侯牙図屏風」「四都図・

世界図屏風」「南蛮屏風」が並び、圧巻です（「南蛮屏風」の公開は

11月 24日まで）。また 2階のコレクション展示室では、歴史の教科

書で観た「聖フランシスコ・ザビエル像」も見られます。実際に印

象に残ったのは豊臣家の御用絵師、狩野内膳が製作し、400 年以上

が経ってもその輝きが変わっていない「南蛮屏風」や、伊能忠敬の

「沿岸地図」で、その精密さに舌を巻きます。そして本物の「ザビ

エル像」ではボーっと観ていたその絵の中に多くの深い意味が込め

られていたことが理解でき、とても新鮮でした。ぜひ皆様もこの機

会をお見逃しなく！ 神戸市立博物館 Tel.078-391-0035 月曜休館  伊能忠敬 「沿岸地図」 

★編集後記 

本当になんでこんな事になってしまうのでしょうか。まさかの沖縄首里城炎上。沖縄県民のみな

らず、日本全体にとっての歴史的な建築物の喪失です。こ

れから復興事業が始まりますが、三宮の街からも代表して

11 日に三宮街創り協議会の久利会長が寄付金を持参して沖

縄にお見舞いに駆け付けました。復興事業はこれから長い

年月をかけて行われますが、その困難さは容易に察しがつ

きます。前回の際にも木材の調達に苦労したのに、今回は

それ以上の厳しさが予想されます。しかし誰が考えてもコ

ンクリートで出来た首里城なんて見たくありません。やは

り木材を使って、優れた技術を持つ職人の手により再建された首里城でなければなりません。そ

してそのためには多額の資金が必要です。街では皆様のご協力を得ながら、少しでも多くの寄付

金を集めたいと考えております。どうぞ皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%8A%E8%83%BD%E5%BF%A0%E6%95%AC&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E8%81%96%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BB%E3%82%B6%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%AB%E5%83%8F&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
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★年末最後の美化運動 皆様に感謝！ 
今年も最後となる美化活動が 17日の火曜日に行われました。毎月 1回とは言え、いつもより早く

街に出て来られて、地味な活動を継続して続けて行くのは、決して楽な事ではありません。とも

すれば空中分解してしまいかねません。そういう意味で震災以前からの

活動として皆様にご理解とご協力を頂けていることに心から感謝してお

ります。2 丁目の通りが「アートストリート」として成立するためには

〝美しく清潔感のある街並み〞でなければなりません。私達の街は他の

どの街でも進めたことのない取り組みを実行し、挑戦しています。どう

か来年以降もこういった考えをご理解頂ければ幸いです。 

もちろん掃除の後の茶話会が皆様をお待ちしていますよ！よろしくお願

いいたします。 

★皆さんも認知症サポーターになりませんか！？ 
11／22（金）にセンタープラザ西館の 6 階で 14：00～15：00 の間、認知症サポーター養成講座が開催さ

れました。認知症は、加齢に応じて多くの人がなり得て、誰もが関

わる可能性があります。皆さんは、認知症がどのような病気で、認

知症の方にはどう接するのがよいのか、ご存じでしょうか。早期に

対応することで、進行を遅らせることができ、また、周囲の人の理

解と気遣いがあれば、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし

続けることができます。 

この養成講座は市民１人１人が身近な問題として認知症を理解し、

認知症になっても安全に安心して暮らし続けていける街を創って

いくことを目指し、講師が直接地域に出向いて認知症の正しい知識

をお話しする講座です。昨年に続き今年も開催し、センター街の店

舗事業所様20名の方にご参加頂きました。繰り返しになりますが、

誰もが認知症の当事者になり得ますし、ご家族の中に認知症の方が

含まれる可能性もあります。つまり自分は若いし健康だから全く自

分には関係のない症状だとは言い切れなくなっています。 

今回、この講座に参加出来なかった方も是非、次回は参加されてサポーターになりませんか！ 

★今年のインフルエンザの特徴 

毎年インフルエンザの予防接種でお世話になっています竹村クリニックの竹村医院長から今年の

注意点を聞いてまいりました。「今年もすでにインフルエンザの流行に入りました。市内の医療機

関からのインフルエンザ定点あたりの患者数は２．３５となり流行開始の目安となる１．０を超

えております。昨年は、バロキサビル（Ｒ、ゾルフーザ）という一回の服用で有効な抗インフル

エンザ薬が出来ましたが、その後、耐性ウイルスの出現が認められ本年度の使用は難しくなりま

した。なかなかインフルエンザの手強いところでもあります。感染予防にはワクチン接種の他、

小まめな手洗い、マスク着用、加湿器などによる適切な湿度を保つことが重要です」とのことで

す。まだ接種されてない方はお早めに行かれますよう重ねてお願い申し上げます。 



センター街 2 丁目担当のお医者様：竹村クリニック 神戸市中央区三宮町 1-8-1 サンプラザ 3F 

                木曜午後と土・日・祝日は休診 

★神戸空港、神戸線活用で松本市と交流促進！ 

今回、FDA(フジドリームエアライン)神戸松本便が開設されたのを機に、神戸と松本の交流を盛んにしよ

うと、久利会長はじめ KOBE三宮・ひと街創り協議会の有志 11人で松本を訪問

しました。菅谷(すげのや)松本市長様をはじめ、松本市役所の皆さまを表敬訪

問して、松本・長野の魅力をご紹介いただき、ま

た神戸三宮の魅力やKOBE三宮・ひと街創り協議会

の活動もお伝えしました。松本から関西に初乗り

入れとのことで、松本の方々も交流に期待されて

いて大歓迎です。菅谷市長は、医師で甲状腺のご

専門であり、チェルノブイリまで渡航し、子供達

を治療した経緯もあり、久利会長が先頭に立って

いる児童擁護施設の子供達を沖縄に招く〝夢未来

号プロジェクト〞と同じ様に、子供達への温かい眼差しを感じます。道すが

ら、安曇野にある東洋のロダンとも譬えられる萩原碌山の碌山美術館や来年

のパスポートに使用される事で俄然注目の葛飾北斎の北斎館なども訪れることが出来、大変有意義な旅行

でした。 

碌山美術館：Tel.0263-82-2094 休館日：月曜日と祝祭日の翌日、並びに 12月 21日～31日 

信州小布施北斎館：tel.026-247—5206 休館日：12月 31日のみ 

         なお営業時間等は季節などにより変更があるため、詳しくはそれぞれの名前で検索の

上、御参照下さい。 

★新年会に皆様、どうぞお越しください！ 

来年の 2 丁目新年祝賀会が三宮のセンターサウスにあるマザームーンカフェの目の前にある和食

の「三宮 三ツ輪」で開かれます。日にちは来年の 1 月 7 日（火）

です。今回もまた極上の肉を使った〝すき焼き〞を用意させてい

ただきます。写真のように極上

のお肉が皆様をお待ちしてい

ます。日頃、あまり親しくお話

が出来ていない街の方々とも

お顔を合わせ、美味しい料理を

頂きながら、より一層親密さを増していくチャンスです。ぜひこ

の機会をお見逃しなく、皆様のご参加をお待ちしております！！ 

三宮三ツ輪：中央区三宮町 2-5-7 Tel.078-391-3591  https://sannomiyamitsuwa.jimdo.com/ 

    営業時間：11:00～14:00  17:00～21:30 定休日：日曜日（月曜日祝日の場合は月曜日） 

 

★編集後記 

2019 年も幕を閉じようとしていますが、まず皆様に今年の街創りへのご理解と多大なるご協力を

頂いた事に心から感謝し、御礼申し上げます。そして 2020 年が始まろうとしていますが、オリン

ピックというビッグイベントが待っていますね。多くの方々にとって一生に一度あるかないかの

自国開催ですから心が躍らないはずはありません。開催地が東京だけではなく札幌も追加されま

したが、わざわざ外国からオリンピックを観戦しに来られる方々は比較的、長期滞在し日本各地

を旅される割合も高そうです。当然、神戸にも来られるでしょうから皆様に胸を張れる街であり

たいですよね。街創りを来年も手を緩めず、少しでも街の魅力を高めて行きたいと思いますが、

やはり来年も〝ONE TEAM〞として、皆様と共に分かち合える「高い志し」が必要です。どうぞ

来年もよろしくお願いいたします。 

今年一年間のご愛読に感謝申し上げます。 


