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★コスプレイベントがサンプラザで行われます！
世界的にも大きな話題を呼んでいるコスプレイベントが 1 月 26 日（日）に神戸で開催されます。このイ
ベントは〝アコスタ〞と呼ばれ、全国各地で開催されて
いますが、今年も神戸で開催される運びとなりました。
どの作品のコスプレでも参加可能で、皆でお互いに記念
写真を撮影したり、交流する事が可能です。場所はサン
センタープラザが中心ですが、東遊園地や生田神社でも
写真撮影が可能です。参加費はコスプレイヤー・カメラ
マン・一般、一律で前売り 1,800 円（税込み）
、当日 2,000
円（税込み）です。
（中学・高校生は 1,500 円です）
参加者全員での集合写真についてはサンセンタープラ
ザ 5 階の屋上駐車場で集合時間は 14:50 の上、15:00 から撮影が開始されます。ご興味のある方は株式会
社ハコスタのホームページ www.hacosta.co.jp/からアコスタの公式ホームページをクリックして下さい。

★行ってきましたイサムノグチ庭園美術館
必ず一度は訪れてみたいと思っていた「イサムノグチ庭園美術館」に行ってまいりました。神戸から淡路
を経て高松道で約 2 時間半、石切り場の
ある山の中でした。イサムノグチはアメ
リカで日本人の父とアメリカ人の母との
間の私生児として生まれた 2 世です。数
奇な運命を受け入れ、世界でも有数の 20
世紀を代表する彫刻家です。彼はモニュ
メント、庭や公園などの環境設計、家具
や照明のインテリアなど幅広い活動を行った極めてユニークな芸術家
であります。1956 年香川県のこの地を訪れた彼は 1969 年以降、ここをアトリ
エとして石を材料とした多くの彫刻を作成し、アメリカと日本を行き来し、数々
の作品を発表いたしました。大変なハンサムで私生活では 1951 年に女優の李香
蘭（山口淑子）と結婚しましたが 1955 年に離婚しています。ここを訪れてみて
まず感じたことは山一まるごと美術館で、また一つ一つの作品に名前も付けず
説明もなく、説明をして頂いた芸術員曰く、訪れた方自身が感じたことを大切
にして下さいとのことでした。帰路に高松で有名な仏仙山温泉天平湯に寄りま
した。ここはとてもアルカリ度の高い源泉かけ流しで体にヌルヌルとまとわり
つくような源泉で、まるで美容液のようです。特に女性にお勧めです。これも
一度行かれることと強くお勧めします。冬の日帰り観光として以下でしょうか。
イサムノグチ庭園技術館 ： ホームページ http://www.isamunoguchi.or.jp/
（見学は予約制、火、木、土のみ、詳しくはホームページでご確認ください）
仏仙山温泉天平湯 : ホームページ http://busshozan.com/

イサムノグチ
（1904～1988）

★震災から 25 年が経ちました 今年も献血運動を推進します！
毎年 1 月 17 日に私達の街は献血に協力しています。あの忌まわしい大震災、多くの方々がお亡く
なりになると同時に多くの血も流されました。それを忘れずに三
宮センタープラザ献血ルームの皆さんと献血キャンペーンを毎
年この日に実施させて頂き、今年も盛況に終わりました。
ついては三宮センタープラザ献血ルームの小松所長様からお礼
の言葉を頂きました。
「当日は皆様もお忙しい中、献血推進にご
尽力を頂き本当にありがとうございま
した。皆様のご支援は血液確保だけでは
なく、献血ルームスタッフ全員に“セン
ター街の方々も応援してくれている”と勇気も頂いています。今後も引き
続き献血推進にご理解頂きます様お願い申し上げます」。献血ルームでは
温かい飲み物やアイスクリームなど無料で頂くこともでき、献血後約 2 週
間で基本的な血液の検査結果も知らせて頂けます。良い事づくめですので、
まだ一度もご経験のない方は是非一度体験してみては如何でしょうか。
三宮センタープラザ献血ルーム
Tel.:078-391-7070
場所 ：〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2-11-1 センタープラザ西館 3F

★介護リフレッシュ教室のご案内
サンセンタープラザ東館にある三宮あんしんすこやかセンターさんの主催で介護リフレッシュ教
室が開催されます。この教室は概ね二か月に一度開催され、介護の現場におられる当事者の方々
がそれぞれ抱えている悩みや相談事を皆さんで共有して精神的な負担を軽減し、さらに必要な知
識も手に入れて頂ける教室です。日にちは 2 月 13 日（木）で神戸三宮さきいろセミナールーム（神
戸市中央区三宮町 1-5-29 まるみやビル 3F）
において 13:45~15:15
の間、開かれます。冒頭の 30 分間は「役立つ葬儀の話」という
テーマで講師に石田晋一氏をお呼びし知っているようで知らな
い葬儀について役立つ情報を教えて頂きます。そして後半は茶話
会が予定されていて、ひごろの介護の悩み等を話し合い、リフレ
ッシュして頂けるように考えています。
「介護で苦しんでいるの
は貴方だけではありません」という事を改めて認識して頂き、皆
さんの精神的な支えになることを目指していますので、どうぞご
都合の合う方はご参加ください。なお参加される方は会場までご案内しますので当日、サンセン
タープラザ東館 3 階にある三宮あんしんすこやかセンターに 13;30 にお集まり下さい。
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（三宮サンセンタープラザ東館 3F）
Tel.：078-321-0400 Fax：078-326-2668

★編集後記
新年あけましておめでとうございます。今年の年明けは比較的穏やかな天候で皆様も気持ちよく
新年を迎えられたことと思います。2020 年の干支は「庚子（かのえね）」で、60 で一周する干支
のうち 37 番目にあたります。この庚子の年は一言で表す
と「変化が多い年」なのだそうです。
実際に今年は東京オリンピックもあれば、5G 通信が本格
的に開始され、ますますネット社会が幅を利かせそうで
す。この変化に負けない様に街を運営していくには逆に
〝アナログ的〞な人との繋がりや、人に対する誠意溢れ
る対応なのでしょう。そのためにはまずは健康面に気を
配って頂いて、体調万全で今年の荒波を乗り切って参り
ましょう！

The 2 Chome Times２０２０年 3 月号
NO1 のプレミアムストリートをめざして

ＮＯ２6２．
２０20・3 月・２５日

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)

編集：企画・商業振興部、編集長：芹澤邦明

http://www.centergai2.com

２丁目タイムス 3 月号

Ｅ-mail:centergai2@nifty.com

フェイスブックでも発信しています https://www.facebook.com/centergai2/
2 丁目で KOBE Free Wi-Fi ご利用いただけます

★寄ってきました、美しい松本安曇野
神戸空港から松本空港への便利な路線が開設されたのは先日ご報告しましたが、今回は少し足を延ばして
安曇野のアートラインにある安曇野アートヒルズミュージーアムに来てみまし
た。ここはエミール・ガレの作品を展示する美術館です。吹きガラス工房、ガ
ラス制作体験を行うワークショップ、広々としたショッ
プ、テラス席からの眺めが自慢のイタリアンレストラン
などがあります。ご家族でも大いに楽しめそうな美術館
エミール・ガレ美術館
です。特にガレの作品は若かりし頃から晩年までの作品
まで揃っていて見応えがあります。さらに車で 10 分の
所にある安曇野北アルプス展望美術館へも足を延ばしま
した。ここはもと池田町立美術館と呼ばれ、地元安曇野
蜻蛉文花瓶
を愛し、描いてきた地元の画家達の作品で溢れています。
最大の醍醐味は美術館前から見える眺望が素晴らしく、心奪われるほどでした。
安曇野
この地は〝わさび〞の名産地で、わさび漬けは勿論信州そばなどグルメも充実
して是非お勧めの場所です。春に温かい日差しの中いかがでしょうか。
安曇野アートヒルズミュージーアム：〒399-8301 長野県安曇野市穂高有明 8161-1 Tel.0263-83-5100
Email: info_ahm@arthillsmuseum.jp

★首里城再建支援チャリティーコンサートにいってきました！
2 月 22 日（土）に神戸新聞松方ホールで沖縄民謡の第一人者として知られる歌手、古謝（コジャ）美佐子
さんをメインに沖縄ゆかりのアーティストと共にコンサートが開かれました。これはその収益を首里城再
建のために沖縄県に寄付するというものです。第一部では関西に在住の沖
縄県民の方々による歌と舞で沖縄の伝統を感じさせていただきました。第
二部になり、古謝さんの歌が始まると、その迫力と独特な節回しに圧倒さ
れましたが、驚いたのが勘緑さん主催の人形座「木偶舎（モクグウシャ）」と
のコラボレーションでした。勘緑さんは 33 年間文
楽座で技芸員として活躍され、その後フリーとなり
活躍されています。つまり、古謝さんのバックで人
形浄瑠璃に使われる人形が舞うというものです。筆
者自身、文楽人形の舞を観るのは初めてだったので
すが、これがまた予想外にズバリと〝ハマって〞い
たのです。素晴らしい歌声と文楽人形の舞が一度に
観れてチョット得した気分になってしまいました。
古謝さんと共に舞台でキーボードを演奏されてい
た佐原一哉さんとの夫婦漫談のようなトークも愉快で楽しいひと時を過ごせました。皆様もチャンスがあ
れば〝沖縄の心〞を歌い上げる古謝さんの歌声に出合ってみてはいかがですか。

★神戸で行われた〝観光甲子園〞に行ってきました
「観光甲子園」の愛称で知られる「全国高等学校グローバル観光コンテスト」が 1 月 25 日に神戸で開催
され、沖縄県の本部（モトブ）高校が参加していたこと
もあり、見学に行ってきました。このインバウンド部
門・決勝大会には、215 件もの応募から勝ち上がった
10 チームが出場し、それぞれの地元の魅力を伝えるプ
レゼンテーションと動画上映を行いました。この大会
の存在さえ知りませんでしたが、それぞれのチームは
画像やナレーションに工夫を凝らしていて、とても印
象的でした。以前とは違い、デジタル機器が普通に手
にすることが出来る時代だけに決勝に進出してくる
作品はどれも素晴らしいものでした。その中で見事グランプリを受賞した、浜松学芸高等学校の作品を
観た時はやはり動画の構成や風景の美しさがとても心に残り、結果的にグランプリを受賞した時は〝納
得〞でした。グランプリを受賞した浜松学芸高等学校の作品タイトルは「天浜線のメモリー」。緑豊かな
田園風景からはじまる動画では、1 両編成の天竜浜名湖鉄道（天浜線）がゆっくりと走る様子に合わせ
て、沿線にある寺社や古民家の宿、和紙や鬼瓦作りなど日本ならではの体験、そしてどこか懐かしい日
本の原風景が紹介されていました。この様な素晴らし作品に出合うと日頃、〝浜松と言えば鰻〞しか頭
にない筆者でも現地を訪れてみたくなる気持ちにさせられました。関心のある方はユーチューブでも「天
浜線のメモリー」で検索して頂ければ視聴が可能ですので、一度このグランプリ作品をご覧になってくだ
さい。

★新型コロナウイルスに対応すべく備蓄アルコールが街で配布されました
3 月 4 日に新型コロナ予防の為に 2 丁目で備蓄していました消毒用アルコールを各店に配布いたしました。
先日の定例理事会でも今後とも、マスク・消毒
用アルコールの常時備蓄が改めて決議されま
した。来店するお客様も当然ですが、従業員の
方々のために使用して頂きたいと思います。
た
だ皆様に知識として承知しておいて頂きたい
のですが、アルコール消毒は完璧ではなく、場
合によっては手洗いの有効性の方が高い場合
もあるという事です。特に咳や痰、クシャミと
いった粘液に混じったウイルスは感染力がなかなか弱りません。やはりこの様な時は手洗いでしっかりウ
イルスを洗い流してください。街では〝新型コロナウイルス情報〞として定期的に組合員の皆様に新鮮な
ウイルス情報をお配りしています。既に volume4 までお配りしましたが、これからもコロナウイルスと
は長期の戦いになると思いますので、有効と思われる情報はその都度皆様と共有していきたいと思います。
さらに街では一般の人々の外食といった夜間の外出行動が減っていることから、深夜でも街を安全安心に
通行して頂こうと現在アーケードの照明を全点灯しています。皆様の安全をまず念頭に置き、さらに私達
の街を私達で守っていかねばならないとより感じています。皆様もよろしくご対応をお願いいたします。

★編集後記
いよいよコロナウイルスの影響が深刻になってきました。政府が全ての方面で自粛を要請した 2 週間は過
ぎましたが、一部の国では非常事態宣言が出され、これからどう転んでいくのか見当もつきません。今回
の騒ぎの中でただ一つ個人的に許せないと感じているのがマスクやトイレットペーパーなどの不足に乗
じて、ネット上でそれらを高く転売しようとしている人達がいた事です。現在は転売も禁止になりました
が、人の弱みに付け込んで、儲けようという〝火事場泥棒〞的な発想が本当に残念でなりません。この様
な発想がはびこる日本にはなって欲しくないと切に願っています。この先も何が起こるか分かりませんが、
どうか皆様も冷静な判断をして頂き、殺伐とした空気が流れる世の中にはしたくないものですね。

The 2 Chome Times２０２０年 4 月号
NO1 のプレミアムストリートをめざして

ＮＯ２6３．
２０20・4 月・２５日

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)

編集：企画・商業振興部、編集長：芹澤邦明

２丁目タイムス 4 月号

http://www.centergai2.com Ｅ-mail:centergai2@nifty.com

フェイスブックでも発信しています https://www.facebook.com/centergai2/
2 丁目で KOBE Free Wi-Fi ご利用いただけます

★さらに安心・安全で美しい街へ
今回の新型コロナの影響で色々とご不便されていることと思います。
街として最も注意しなければいけないことは、この街から新型コロナの感染者を決して出してはいけない
ことです。来街して頂くお客様から感染しても、させてもいけないという事で
す。そのためにはスタッフの方々が健康であることが一番です。
予防策として先日各店に組合で備蓄していましたアルコール消毒液を配布させ
ていただきました。
第 2 弾として昨今マスク不足の中、新開発の「洗える抗ウイルス抗菌マスク」
を粘り強く交渉した結果、入手に成功しました。今月末に店舗に配布させてい
ただきます。有効に御利用下さい。
お客様も働くスタッフも「安心、安全で 美しい街」であり続ける為に、知恵、
高い理想とスピードある行動で神戸のリーディングストリートタウンとして歩
み続けましょう。

★FDA のフライトで高知を訪問しました
FDA（フジドリームエアラインズ）の神戸高知便の開設されたことから、三宮神戸と高知の繋がりを強化
しようと Kobe 三宮・ひと街創り協議会久利計一会長はじめ協議会
メンバーと三宮二丁目商店街の有志が高知県を訪問しました。まず
三宮センター街のメインバンクでもある四国銀行本店を表敬訪問
して、山元頭取はじめ役員の方々に三宮でのコロナウイルス対応や
国への経済振興要望策を紹介しました。山元頭取にスピード感のあ
る三宮の対応を評価御理解いただき、銀行としても一緒に取り組み
たいとお言葉を頂きました。次に高知県庁を訪問しましたが、知事
梼原町役場
が急遽コロナ対策対応で、代わりに高知県有澤副部長ら幹部の方々
とご挨拶させていただき、高知と神戸の交流の促進を確認しました。
また後日濵田省司高知県知事から「多くの方々に訪れていただけるよう高知ならではの歴史・食・自然が
連動した観光地づくりを推進しています。是非高知にお越しください」との
メッセージをいただきました。次に 20 年以上も前に放置された市内のはり
まや橋商店街の木造アーケードを視察し、木がふんだんにある高知のユニー
クな木の温もりを感じるアーケードを見学しました。
午後からは愛媛方面への山中、雲の上の町、梼原(ゆすはら)町に足を延ばし
て、木をテーマに隈研吾さんが設計した町役場をはじめ図書館や介護施設な
どを中心に町づくり・町おこしに取り組む吉田尚人町長を訪問し、町なかを
視察しました。正直、感動の連続でした！吉田町長のお話によると、隈研吾
さんが建築哲学を根本から教えられ、新しい国立競技場の設計にもつながっ
たという木造のゆすはら座(芝居小屋)が住民の熱意で移築保存されています。
雲の上ホテル回廊
以前の町役場も保存され、木造で皆さんの思い出のある町と自分たちの象徴

アイデンティティを残そうとする皆さんの心意気、まさに民度(シビックプライド)を感じました。隈研吾
さんもそのつながりご縁で町役場や図書館、宿泊した雲の上ホテルなどもご
自身が設計したとのことです。木の温もり、風合い、そして築後 10 年以上
経っても役場の中に感じる爽やかで素敵な木の香りなど、木造建築の魅力が
満載です。深い山中木々に囲まれた環境を逆手に取る町づくりもなるほどと
思わず膝を叩きます。坂本龍馬が脱藩した道が町の周囲を抜けていく梼原。
静かなたたずまいの中にゴミ一つ落ちていない道。気がついた人が拾ってい
くとのこと。まさに二丁目商店街と同じ町の人々のさりげない行動が梼原に
もありました。人口 3400 人の町は、そのたたずまいの中に新しい時代の夜
明けを共にした進取の意識が凛とした空気感の中から伝わって来ます。決し
ゆすはら座
て限界集落などではない。町の力は人口や面積だけでは測れない、街と住ん
でいる人たちが一体となっていることを感じさせることが町の魅力であり力、
そして民度(シビックプライド)であることを教えてくれます。翌朝 8 時 30 分に町役場前で町案内ご担当の
下村千佳商工観光係長と集合していた時に、吉田町長が走ってご挨拶に来られ、びっくりすると共にその
実直なお姿にも感動しました。
観光で年間 30 万人が訪ねるというこの町の魅力は 1 回の訪問ではとても計り知れない底力を感じました。
これからも神戸三宮との交流が深まればいいなと思いながら、町を後にしました。

★新店舗情報 ジュエリー

Garden 神戸三ノ宮店 オープン！

4 月 4 日にセンター街 2 丁目にオープンさせていただきましたジュエリー「garden」
でございます。今年創業 10 周年を迎え待望の「garden 神戸三宮店」をオープンす
ることが出来ました。
常時 80 以上のブランドと 2,000 点以上の商品を取りそろえる当店ではシンプル～個
性派まで様々なデザインをご用意いたしております。プロポーズ演出プランや専用ジ
ュエリーのご用意もあり、男性お一人での来店もお勧めです。今後ともよろしくお願
いいたします。
Garden 神戸三ノ宮：〒650-0021 神戸市中央区三宮町 2 丁目 10-26 Tel.078-391-5077
営業時間：11:00~20:00 年中無休（年末年始を除く）Email：info@garden-kobe.com

★2 丁目総会は 5 月 8 日（金）
新型コロナの影響で心を痛めておられる方がほとんどだと思います。2 丁目では
消毒液やマスクの配布、アーケードの開放等、現在次々に対策を施しております。
さらに次なる方策を強力に進めて行くためにも来月 5 月 8 日（金）11 時より神
戸サンセンタープラザ 6 階 9 号室にて年一回の総会を行います。今後どんな状況
になっていくのか誰も予測できない時節、早急に新体制を固めて予期せぬ事態に
も対応できる組織作りが急務だと考えています。私達の街のスローガン、
「安心、
安全で、美しく、コロナに負けない街」に向かって更なる方策を進めて行かなければと思っています。
よろしくお願いいたします。

★編集後記
今回の新型コロナウイルスによる非常事態宣言の発令に関しては誰一人として予想された方はいないと
思います。さらに事態はだ誰も予想できない状況に向かっていると感じています。今回に事態は例えるな
らば第三次世界大戦の最中、戒厳令が敷かれている状況かもしれません。この様な事態に対応しようとす
る時に従来の民主主義的発想で対応しきれるのでしょうか。僭越ですが私はそうは思えないのです。強力
なリーダーシップのもとに一同魚鱗のごとく事態に対応していく必要があるのではと感じています。
今だかって誰一人として経験した事のない現在の状況を一日でも早く抜け出したいものですね。
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★新型コロナウイルス、そして次の未知なるウイルス対策に新兵器！！
いまだかつて人類が経験したことのない新型コロナ蔓延の対策として、我が街センター街 2 丁目振興組合
はその第一弾として組合員の皆様に
3 月に手洗い用消毒液を、4 月に最新
のマスクをお配りしました。また第
3 弾として４月末日に新型コロナウ
イルスに有効な選択肢の一つである
次亜塩素酸水を現在営業しているそ
れぞれの店舗にスプレーと備蓄用ポ
ットと共に配布いたしました。しか
し、この次亜塩素酸水の効力は生成から長くて２週間という事から現在、次亜
塩素酸水を生成することのできる装置を 2 丁目振興組合として購入し、各店の
皆様が店内の消毒や手洗い等にお使い頂けないだろうかと計画・検討しており
ます。うまくいけばこのタイムスが発刊される頃には何らかの結果が生まれていると思います。これから
長い戦いになることが予想されますが、決してこの街から感染者を出すことなく「安心で安全で美しく、
新型コロナに負けない街」を目指す為にご協力よろしくお願いいたします。

★第 2 回兵庫県警察官募集

街の安全・安心を守るプライド！

今年も兵庫県警察は新規警察官採用を行っています。常に街の安全・安心に気を配り、私達の心の支えに
なって頂いている兵庫県警の方々には感謝と尊敬の念が絶えません。その兵庫県警が新たなヒーローを求
めています。下記にその詳細が記されていますので、是非お知り合いの有望な方々に教えてあげて下さい。
«第 2 回兵庫県警察官採用試験»
◆受付期間
（電子）7 月 1 日（水）～8 月 21 日（金）
（郵送・持参）7 月 1 日（水）～8 月 17 日（月）
◆一時試験
9 月 21 日（祝・月）
◆採用予定人員 一般区分（男性）160 名 （女性）40 人 特別区分 若干名
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、日程等変更になる可能性あります。
決定事項は県警 HP でお知らせします。
※問い合わせ 生田警察署 Tel. 078-333-0110
HP www.police.pref.hyogo.lg.jp/saiyo/index.htm
新型コロナウイルスの影響で不安な日々が続いていますが、犯罪者に自粛はなく、
オレオレ詐欺をはじめ、犯罪者は逆にこの機会を利用しようとしている事は明らかです。市民の安全を守
るというこの崇高な役目を果たす職業に貴方も挑戦してみませんか！！

★2 丁目振興組合の総会が開かれました
コロナ禍という異常事態の中、5 月 8 日（金）に感染対策に万全の対策を施した上で 2 丁目総会が行われ
ました。今回は通常の状態ではない為、多くの委任状が提出さ
れ、いつもよりは人数の少ない環境で行われました。上田会長
の議長により進行され、第 1 号議案から第 6 号議案まで進めら
れました。ただ前述の様に多くの委任
状が提出されており、それぞれの議案
の内容は出席されていた理事の間で既
に審議済みの内容が多く、むしろこれ
からの街の進むべき方向性についての
説明に力点が置かれました。もちろん
コロナ対策もその内の重要なもので、今回のコロナがたとえ終息しても、次なる
未知の悪魔的なウイルスへの継続的な対策として、冒頭の記事で紹介しました次
亜鉛素酸水を生成することが可能な装置導入もその一つです。そしてコロナウイ
ルスに対するワクチンが開発された際には現在冬季に行っているインフルエン
ザ予防接種をどれほど入手が困難な状況でも街として全力を尽くして入手し、コロナウイルスワクチン接
種に切り替える可能性にも触れられました。最後に P.O.B 危機管理㈱様から最近の街の治安と業務妨害傾
向への説明がされました。特徴的な案件では万引きなどの場合、単独ではなく、複数人での計画的窃盗行
為が目に付くとのことでした。これ以外でもどこか犯罪の気配が絡むトラブルではためらわずに、P.O.B
の方に連絡（tel.078-332-2550）して下さいとのことでした。令和２年がこれ程困難な年になるとは予想
もしませんでしたが、それでも負けないで皆さんのお力もお借りして街を前へ、前へと進めて行きましょ
う！！

★喫煙所の撤去について日本タバコフリー学会 薗 潤代表理事が視察に来られました
新型コロナウイルス感染症対策として、三密（密集・密接・密閉）を防ぐ目的で、3 ヶ所有ったセンター
プラザの喫煙所が全て撤去されました。その取り組みについて、以前街づくり協議会の勉強会で講師を務
めて頂いた 日本タバコフリー学会の園 潤（ソノ ジュン）代表理事に報告したところ、大変感心され、
わざわざ現地まで視察に来られました。薗さんは医師としてご活躍されながら、タバコのない社会の実現
を目標に掲げ、2011 年のＮＰＯ法人設立以来、年に一度の学術大会を
はじめ、ＷＨＯの定めた世界禁煙デーには三宮センター街街頭での啓
発活動など、精力的に様々な取り組みをされています。意見交換の際、
久利理事長から「（喫煙所の撤去について）一人の市民として民間から
声を上げていった」と伝えると、薗さんは「韓国などでも民間活動か
らタバコ撤廃に向けた大きなムーブメントが生まれた」として三宮の
取り組みについて評価されました。タバコはコロナウイルスの怖さに
拍車をかけます。サンセンタープラザの安廣社長の御英断にも感謝で
す。

★編集後記
今回のコロナ騒動では多くの方々が困難に直面し、精神的にも体力的にもご苦労なさっていることは間違
いありません。国や自治体の援助も期待はしても結果的には十分にはならないでしょう。やはり自分達の
自助努力で何とかしていくしか方法がありません。では何を具体的にして行けばよいのかが問題ですし、
「何も思いつかないよ」と悩んでおられる方々が大多数だとは思いますが、良い意味で〝もがいて〞行け
ば、少しずつでも結果が出てくるに違いありませんし、自分自身にもそう言い聞かせています。そして 2
丁目振興組合の理事の中でも本業とは別に日々、街の為に出来ることはないだろうかと模索し、〝しんど
い思い〞をしている方達がいますが、彼らのその〝しんどさ〞が少しずつでも結果として形になって出て
きていると思います。スポーツで結果を出そうと苦労し、手に血豆が出来、それをつぶしていく努力を続
けて行けば、少しの事では潰れない固い皮が出来るように、私達の心にも強い皮を作って、下を向かずに
前を向いて進んでいきましょう！！
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★次亜塩素酸水器を２丁目に設置いたしました
6 月 3 日に先月初めに発注していましたホシザキ㈱の次亜塩素酸水を作れる機械が
ついに 2 丁目に納品されました。新型コロナが席巻する中、この器械は大人気で約 1
か月納品に時間が掛かりました。現在に至っては担当者曰く、次回何時納品できる
かわからないとのことです。サンセンタープラザ西館の 6 階に安廣社長の御英断で
設置することが出来ました。やっとこれで各店内の除菌や手の消毒に恐れることな
く取り組めますね。ご入用の組合員皆様は 2 丁目事務局（℡331-3091：午前 10 時
から午後 4 時）までご連絡ください。無料で次亜塩素酸水をお譲りいたします。皆
さんで力を合わせて新型コロナウイルスに打ち勝っていきたいものです。

★第 17 回神戸ワインのラベルが決定しました
この秋に皆様にお配りする恒例の神戸ワインのラベルが決定しました。それはお馴染みの神戸が生んだ木
版画家・川西 英先生の「花隈」という作品です。花隈はかつ
て 150 軒を超える料亭やお茶屋が並び、千人近い芸者を抱え華
やいだ花街です。筆者自身（そこそこの年齢なのですが）はそ
の頃の様子について全く知識はありませんが、何か良き昭和の
風景として懐かしく感じられる作品です。この木版画の右手前
は〝吟松亭〞という料亭で、その昔、初代兵庫県知事の伊藤博
文が仮住居としていたそうです。ちょっと驚いてしまいますよ
ね。これからも神戸と深い関わりのある川西 英先生の「神戸百景」から素晴らしい作品を年々採用して
いく予定です。これからもお配りするワインボトルの全てを残していけばワインセラーが小さな美術館に
なるかもですよ！

★新型コロナ抗体検査始まりました
6 月 8 日より私達の街のホームドクターであるサンプラザ 3 階「竹村クリ
ニック」で新型コロナウイルスの抗体検査が始まりました。これは PCR
検査と違い既にコロナウイルスにかかって治癒し、約 2 週間後に出来る抗
体を検査するものです。血液を微量採取して専門の機関に送り 3～4 日後
に結果が出るとのことです。抗体があるから決して新型コロナに再度かか
らないかと言えばそうでもないらしいのですが、先生曰く、症状はだいぶ
軽くなるそうです。早々に行ってまいりました。保険外なので実費で 5 千
円ほどかかりましたが、結果が出るのを楽しみにしています。本日結果が来ました。残念ながら陰性、コ
ロナウイルスの抗体はありませんでした。残念です。皆様の中でもご自分の
知らないうちに、新型コロナに罹患しているのではないかと案じられている
方もおられるのではないでしょうか。特にご高齢のご家族と同居している場
合はなおさらです。気になっている方は竹村クリニックにお問合せください。
竹村クリニック (サンプラザ 3 階)
Tel.078-391-3131

★神戸市民病院から感謝状を頂きました
今回のコロナ禍で大変なご苦労をされている医療界ですが、三宮センター街２丁目商
店街振興組合でも神戸市民病院への感謝を表すべく、この 5 月中旬の三日間に亘り神
戸ではステーキ・割烹料理で有名な〝わ田る〞さんのご協力を得て、延べ 100 食のお
弁当を差し入れさせて頂きました。私達に出来るほんのささやかな志ですが、皆様に
も大変喜んで頂けたみたいで、病院側から感謝状を頂きました。今は少しコロナも落
ち着いて来た感がありますが、いつ第二波がやってこないとも限りません。その時は
また医療界に頑張って頂くしかなく、その為にはまずお腹を満たしてという事で、こ
れからもサポート体制は整えていく方向です。

★奥出雲酒造株式会社に御礼に伺いました
松江の南 中国山地の懐に抱かれた美しい奥出雲から今回のコロナ禍に対し、大
量の次亜塩素酸水が届き早々組合員、近隣の組織の方々に配布し、大変感謝され
ました。その御礼に先日久利理事長が、生産された奥出雲酒造さん、奥出雲商工
会の皆さんをお訪ねし、御礼を申し上げ今後益々の交流強化を約束しました。以
前この地を襲った群発地震の際には私共からビニールシートをお届けした御縁も
ありました。
清らかな水に恵まれた仁多米、銘酒で有名なこの地の方々から
「お水が必要な時はいつでも駆け付けますよ」と力強いお言葉もいただきました。

★傘シェアリングサービス〝アイカサ〞始まりました
特に都会ではビニール傘は私達の生活必需品になっています。しかしながらビニール傘の年間消費額はな
んと 400 億円でこれはスカイツリーの建設費に相当するという莫大なもので、そのための年間二酸化炭素
排出量は 5 万トンになり、森一つ分の二酸化炭素削減量に相当します。そこで考えられたのが「一緒に傘
をシェアする時代へ」というシステムです。既に東京などではこのサービスが始まっており、東京に本社
を置くベンチャー企業と関西では主に阪神電鉄・大阪ガス・神戸市が協力体制を取り、一時的なものでは
なく恒久的な制度にしていく方向です。利用料金も一日（24 時間）70 円で、一か月使い放題でも 280 円
という低価格です。利用の仕方も LINE で傘が借りられる簡単設計になっており、借りた場所以外でも返
却が可能で、利用期間内であれば、一旦返却して再び借り出しても加算料金はありません。代金はアプリ
内にてクレジットカードや LINE Pay で支払い可能です。神戸市内での主
なレンタル、及び返却場所は三宮近辺ではサンチカ・国際会館・みなと銀行
本店・インフォメーションの HATENA・UMIE モザイク・市営地下鉄の主
要駅などです。詳しくは「傘シェアリングサービス アイカサ」で検索して
みて下さい。車・自転車などもそうですが、これからは傘も買うから〝シェ
ア〞する時代ですよ！

★編集後記
兵庫県の緊急事態宣言も取り敢えず終了し、第 2 波のコロナは気がかりながらも、街には活気が戻り、少
し安堵感の空気が流れています。ただ実際にこういった体験をしてしまうと私達の生活習慣も新たにせざ
るを得ません。でもだからといって潤いが感じられないような街にはしたくないものですね。罹患防止に
全力を傾けながらも、人との繋がりはこれからも大事にして行き、街創りに活かしていきたいと思ってい
ます。例えば 2 丁目の通りを飾っているアート作品も作家の方達との人間関係があればこそ成立するもの
ですし、わざわざ顧客の方々が店舗にお越し頂けるのも、商品の良さに加えた気持ちの繋がりがあればこ
そでしょう。こんな時代だからこそ生活のなかにアナログ的要素を取り入れて、いざという時の助け合い
に繋がればと思っています。
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★色々と可能性を探っています！帰宅困難時の避難所を求めて！
先日、千葉県に於いて早朝震度 5 の地震があり通勤・通学の足が大変乱れていました。また、今回の九州
地方の線状降水帯による水害被害もそうですが、年々一度の災害の規模が大き
くなってきているのを感じます。思い起こせば一昨年 9 月 4 日に、台風 21 号
が近畿地方を直撃し、関空では約 3000 人が閉じ込められました。その際、各
鉄道会社の計画運休等で自宅に帰られない所謂〝帰宅難民〞が多数出たことを
思い起こします。帰宅も出来ず、家族を守ることすらできない不安感は相当な
ものであったと推察できます。ご自身のご不便も想像以上だったでしょう。
その様な時に〝安全・安心で清潔な少し休める場所〞が 2 丁目の近くにあれば
いいなと思います。プロジェクトがスタートしたばかりで、まだまだ実現には
至りませんが、色々な可能性を模索しています。
今後、何らかの対処方法が見つかれば皆さんの不安感も少しは減るのではない
でしょうか。皆さんはどの様に感じられますか。

★行ってきました、県境を越えて、岡山県奈義町現代美術館
コロナの自粛モードもやや緩んだところで、恒例の美術館巡りに行ってまいりました。岡山県奈義町にあ
るこの美術館は通称 NagiMOCA とも呼ばれ、作品と建物
とが半永久的に一体化した美術館です。
「太陽・月・大地」
と名付けられた 3 つの展示室から構成され、この土地の自
然条件に基づいた固有の軸線を持っています。借景には秀
峰那岐山を望め、日毎、季
節ごとにその表情の変化を
据えることができます。実
際に訪れてみると圧倒的なその存在感に感銘を受けました。作品としては
3 つなのですが、その一つ一つの作品が超ユニークで、まるで異空間を彷
徨っているのではと感じたほどでした。また、岡山県奈義町は国産の奈義
牛が有名で、その味も上品で美味ですし、車で 30 分の所に岡山県の名湯
である湯郷温泉があり、最高の日帰りドライブ請け合いです。
（展示室 太陽）
神戸から車で約 2 時間。お勧めいたします。
奈義町現代美術館：岡山県勝田郡奈義町豊沢 411
Tel.0868-36-5811
https://www.town.nagi.okayama.jp/moka/

★三宮センタープラザ献血ルームからのお知らせとお願い
平素から街の皆様におかれましては献血活動に多大なご協力を頂き誠にあ
りがとうございます。さて、この度西館 3 階にある三宮センタープラザ献
血ルームに於いて平日受付が 18 時迄でしたが 7 月から 30 分延長して 18
時 30 分迄に延長いたしました。お仕事帰りの方々をはじめ、より広く多

くの方々にご協力頂ければ、大変幸いに存じます。今回の受付延長のお知らせと日頃のご協力に感謝して、
平日 17 時以降に受付され、献血頂いた方へ、素敵な記念品をプレゼントいたします。お楽しみにしてい
て下さい。また、8 月 7 日（金）には三宮センター街の商店主で構成される「ザ・ファースト」のメンバ
ーの方々にお手伝いを頂き、
「献血ルームのある街・三宮センター街 2020」献血キャンペーンを実施いた
します。今回の九州の水害被害の様に大きな災害があるとなおさら血液が必要となって参ります。コロナ
ウイルスの影響で献血に関しても大変厳しい状態が続いております。お一人でも多くの方々に献血へのご
協力をお願い申し上げます。
（三宮センタープラザ献血ルーム ℡：078-391-7070）

★片山さつき先生、来神！
7 月 9 日（木）に参議院議員で自民党総務会長代理（前 国務大臣）の片山さつき先生が来神され、街の
関係者との意見交換会の場を持たれました。この場には他に加田裕
之参議院議員と安達和彦神戸市会議員、かわなみ忠一神戸市会議員
も出席されていました。片山先生はこの場でコロナウイルス発生以
来、先生を中心に政府が取ってきた対策を紹介され、それらの中で
特徴的だったのは皆様もお気付きの様に大企業よりも遥かに弱い存
在である中小企業やそこで働く労働者に重点が置かれていたことで
した。先生のご説明は当然ながら理路整然とされていて、多くの施
策の細かいポイントなどもメモを観ることもなく実に明快に解説し
ておられました。もう一つ印象に残ったのがどこかの政治家とは違い、丁寧で謙虚な話し方をされていて
好印象だったことです。神戸の事もよくご存じで思わず親近感も抱いてしまいました。そしてこれからの
コロナ禍でも全力で対応していかれるとの力強い発言もあり、本当に頼りがいがあるように感じられたの
は私だけではなかったと思います。

令和２年 沖縄全戦没者追悼式典
太 平 洋 戦 争 末 期 の 沖 縄 戦 で 犠 牲 に な っ た 方 々 を 追 悼 す る「 慰 霊 の 日 」の 6 月 23 日 、沖 縄 県 糸
満市摩文仁（マブニ）の平和祈念公園で沖縄全戦没者追悼
式が行われました。今年は新型コロナウィルスの影響で規
模が縮小されたため、追悼式典後に同公園内で行われた
「島守の塔」慰霊祭のみの参列となりました。断続的に雨
が降り続く中、玉城知事をは
じ め と す る 11 名 が 尊 い 犠 牲 と
なられた当時の島田叡知事や
荒井退造警察部長、県職員達
が祀られている「島守の塔」
へ献花を行いました。戦没者の方々のご冥福と、その犠牲のも
とにいきた平和を祈りつつ、この日からまた新たに準備がスタ
ー ト す る 次 回 の 〝 KOBE 夢 ・ 未 来 号 ・ 沖 縄 プ ロ ジ ェ ク ト 〞 へ の 気 持 ち を 新 た に し ま し た 。

★編集後記
普段は報道等でしか観ることのない片山さつき先生でしたが、実際にお会いし、肉声をお聞きし、その考
え方の提示を受けると先生の政治に対する真摯な姿勢が垣間見えるようで、とても印象的な時間でした。
先生が「この先もフルスロットルでコロナに立ち向かっていく」とご発言されていたので、私が少し意地
悪に「フルスロットルでは長くは続かないのではないか」という質問をした際にも、ちゃんと数字を伴う
根拠を挙げられて「まだまだ全力で対処していきます」と答えられ、頼もしい限りでした。やはり人と人
との関係はネット上や電話などでの関係性ではなく、実際にお会いし、直にお話しするのが一番であると
改めて感じました。
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★コロナに負けるな！ 「必要至急」美術鑑賞
7 月 23 日（木・祝）から 9 月 13 日（日）まで県立岐阜美術館では企画展として「明治の金メダリスト 大
橋 翠石展」が開催されています。早速行ってまいりました。日本画家・大橋翠
石(おおはし すいせき)(1865～1945)は、日本美術
史の中でも特別な存在です。明治 33 年(1900)のパ
リ万国博覧会で、日本人画家として唯一の金メダル
(金牌)に輝き、4 年後のセントルイス万国博覧会で
も連続して金メダルを受賞した翠石は、当時、世界
で最も高く評価された日本画家の一人でした。生ま
れは岐阜県大垣市ですが神戸にゆかりのある画家
で、結核の療養のため長い間須磨で生活をされてい
ました。写真にあるように動物、とくに虎の絵画を
生涯の拠りどころにされていました。180 点もの作品が展示されていました
が私が最も感銘を受けたものは「雪中猛虎図屏風」で、しかも生田神社さん
が所蔵されており、寅年の時だけ境内で展示されるそうです。猛虎の毛一本
一分までまるで生命が宿っているかの輝きで、その迫力に圧倒されました。
常設展ではオディロン・ルドン（19 世紀末に登場した象徴主義を代表するフランスの画家）の作品も国内
有数のコレクションを誇っています。神戸から車で約 3 時間、訪問してみる価値は大ありです。とくにタ
イガースファンの皆様、是非お勧めです。
県立岐阜美術館：岐阜市宇佐 4-1-22 Tel.058-271-1313 ホームページ：https://kenbi.pref.gifu.lg.jp/

★こんな時こそ「お互いさま」の気持ちで！ 8 月 7 日献血活動
コロナ禍で人と人の接触が限りなく制限される中、献血に必要な血液製剤の生成や血液そのものの確保が
大変困難になってきております。感染者の増加で医療崩壊が危ぶまれる中、せめ
て手術時に必要な血液の確保量だけは十分なものにしてドクターの選択肢が狭め
られないように全力を注がねばなりません。
街ぐるみで献血活動を推進する意味はまさしくここにあ
ります。8 月 7 日（金）にファーストや街創り協議会のメ
ンバーのご協力を得て街頭で皆様に献血へのご協力をお
願い致しました。コロナの影響で普段ならティッシュペ
ーパーをお配りしているのですが、接触を避けるために、
看板を掲げ、お声がけでの活動になりました。通行中の
皆様にティッシュをお渡しする距離まで近づくことが出来ず、少しもどかしさの
残る活動でしたが、血液の確保に少しでも貢献できるようにこれからも活動を続
けて参ります。
三宮センタープラザ血液センター：神戸市中央区三宮町 2-11-1 センタープラザ西館 3 階 078-391-7070

★新店舗紹介 二つのお店からの御挨拶！
◆男性用靴下専門店〝Tabio MEN 神戸三宮店〞オープン
この度、7 月 22 日にセンター街 2 丁目に男性用靴下専門店としてオープンさ
せて頂きました。オーセンティックなラインナップを中心に、ドレスコレクシ
ョン・カジュアルコレクション・スポーツコレクションに加え、トレンドのマ
ストアイテムと様々なシーンに合った靴下を取りそろえております。商品はす
べて日本製で、品質と履き心地にも自信を持っております。是非一度お立ち寄
りください。 ホームページ：http://tabio.com/jp/
TEL 078-335-5618
◆イタリアンレッグウエア・ビーチウェア 〝Calzedonia〞 オープン
この度 7 月 16 日にセンター街 2 丁目にオープンしました〝Calzedonia〞です。
当店はイタリアのレッグウエア・ビーチウェアの専門店です。高品質かつ洗練
されたデザインのアイテムを幅広く取り扱っております。スタイルアップ機能
付きで履き心地抜群のレギンスパンツや、コーディネートのポイントになるフ
ァッションタイツ、ソックスに加え、夏はトレンドを取り入れたイタリアなら
ではの個性的な水着を展開いたしております。とってもユニークなブランドで
すので是非一度お立ち寄りください。
ホームページ：https://www.calzedonia.com./jp/ TEL 078-515-6807

★全編 神戸ロケ！映画「思い、思われ、ふり、ふられ」ロケ地デートマップ公開中
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、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、様々なキャンペーンを展開し
てきました。昨年は神木隆之介さんと有村架純さんのダブル
主演で話題になった映画「フォルトゥナの瞳」とコラボして、
神戸のロケ地マップを紹介して好評となり、その甲斐あって
か、
「フォルトゥナの瞳」の監督 三木孝浩氏の新作「思い、
思われ、ふり、ふられ」(2020 年 8 月 14 日より公開中)も全
編にわたり神戸でロケが行われ、今回も date.KOBE プロジェクトとコラボレーションしてロケ地デートマ
ップをウェブで公開しています。人気の少女漫画が原作。さらに「君の膵臓をたべたい」の主演で、大人
気の北村匠海さんと浜辺美波さんも出演していて、公開前から SNS を中心に大変話題になっています。
date.KOBE では、ロケ地マップに加え、写真コンテストの開催やキャスト自ら神戸高校や長田神社などの
ロケ地を紹介する特別動画を掲載するなど、コンテンツを加えています。映画公開後もロケ地周辺をめぐ
るデートプランの紹介も続々と追加。映画の盛り上がりと合わせて、神戸の魅力を独自の切り口で紹介し
ています。ぜひ映画を観て、ロケ地マップと照らし合わせてみてください。
「思い、思われ、ふり、ふられ」ロケ地デートマップ： https://datekobe.net/furifura/
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
残暑お見舞い申し上げます。本当に暑いなかを皆様もマスクを付けながらコロナ感染症と戦っておられる
と思います。戦いと言えば今年で戦後 75 年になりますね。日本は唯一の被爆国ですが、もしあの時、無
条件降伏の決断をしていなければ、第三、第四の原爆の計画があったのだとか。考えただけでも恐ろしく
なってしまいます。周りの状況がどうあれ、早急の決断が必要な時には躊躇せず〝決断する〞ことが必要
なのでしょう。今コロナで厳しい環境下にありますが、この困難さを凌いでいくためには従来の経験に囚
われない斬新なアイデアを実行していく〝決断〞が必要です。拙速はダメですが、迅速に助け合いの気持
ちを持って力強く歩みを進めましょう！
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★没後 35 年鴨居玲 回顧展、圧巻でした
2020 年 7 月 31 日(金) ～8 月 30 日(日)の日程で石川県立美術館に於いて「鴨居玲回顧展」が行われていま
したので行ってまいりました。101 作品が 5 つの展示会場で 3 章に渡って
時代ごとに展示されていて、非常に興味深く観させていただきました。絵
画の素晴らしさ、その迫力は言うまでもありませんが、時代時代の作者の
人物像や苦悩にまで踏み込んだ説明などが盛り込まれ、単なる絵画展だけ
ではない重みを感じざるを得ませんでした。平日
に車で行ってまいりましたが美術館の駐車場は
ほぼ満車で館内も多くの閲覧者でにぎわってい
ました。今回は 2 回目の石川県立美術館でしたが、金沢の街自体はインバウンド
の外国からの観光客が前回と違ってほとんどなく、21 世紀美術館などは待ち時
間なく入館出来ました。コロナの影響で大変な時ですがコロナを恐れすぎず最大
の注意を払いながら行動していきたいと感じています。
石川県立美術館：石川県金沢市出羽町 2-1 Tel. 076-231-7580
石川県立美術館ホームページ http://www.ishibi.pref.ishikawa.jp/

★コロナに負けるな、支援の輪
先月の 8 月 13 日に沖縄タイムスで一つの記事が載せられていました。内容は沖縄の「夜の街」と言われ
ている繁華街の松山地区が新型コロナウイルス感染症に直撃されていて、仕事が激減。
そこでお二人のお子さんを抱えながら必死に生きようと働いているシングルマザー
が窮地に追い込まれているという内容でした。記事は休業手当や失業手当などの恩恵
に全くあずかることのない、しかし必死に生きようとする人々に公的にも民間として
も、どうにかして手を差し伸べていけないものかと問題提起しているものでした。神
戸で沖縄タイムスを購読し、その記事を目にした「神戸街創
り協議会」の久利会長が当該女性に支援を即決し、神戸の心
ある街衆で寄付を集め、8 月 21 日に沖縄タイムス社を通じ女
性に寄付いたしました。後日、なんとその女性は「夢・未来号」で街創り協議会が
関わっている神戸市の養護学校の出身だとわかりました。驚くべき偶然に関係者一
同大変驚き、彼女がどれ程心強く感じたのかと思うと胸が熱くなりました。
神戸と沖縄との強い繋がり、そして社会とは最後は「人と人の繋がり」、またスピ
ード感を持って対応することが〝小説より奇なり〞を生み出すと強く感じました。

★神戸の水道事情をご存じですか？
9 月 1 日（火）に街創り協議会とファーストのメンバーで神戸市の水道事業管理者の山本泰生氏を招いて
神戸の水道事業の歴史と現状についての勉強会が持たれました。神戸開港から 150 年以上が経ちましたが、
開港以降、街として発展していく神戸の歴史は困難な水道施設の発展と密接に結びついていました。

大きな問題は神戸が自己水源に乏しく高低差に富んだその地形から出来ていることにあります。そのため
明治 23 年には水不足による不十分な衛生環境下で当時の人口の 1％に当たる 1,157 名がコレラなどの疫
病で亡くなったのだそうです。現在の神戸市の水源ですが、一日あたりの水源確保
大容量送水管
量である 86.7 万㎥の内、自己水源は約四分の一に当たる 20 万㎥にすぎず、約七
割を淀川からの水、つまり阪神水道企業団から受水しています。大阪市と比較すれ
ば神戸市の年間総配水量は大阪市の半分にも満たず、給水人口は大阪市の 272 万
人に対して 153 万人とざっと半分です。それにも関わらず、総配水管などの長さ
はほぼ同じですし、ポンプ場は大阪市の 2 か所
に比べ、神戸市は 51 か所もあり、配水池も同じ
様に、大阪市は 10 か所、神戸市は 128 か所もあります。つまり神戸市
は淀川の水を買って、一旦高い場所までその水を運び、下に流すという
非常に厳しい経営環境下にあります。阪神淡路大震災で被害を受けた際
はその復旧になんと 3 年が必要でした。そのため現在は排水管（継手）
緊急貯水槽
の耐震化や緊急時の貯留システムの整備にも力が入れられています。例
えば公園の地下に通常は常時通水されている大きな貯水槽を埋め込み、
いざという時にはそこから給水するといった工夫がなされています。排水管の継手もちょうどストローの
蛇腹部分に似たものが使われ、断層をまたぐポイントに使われています。こういった絶え間ない努力を注
いでいるのにも関わらず、神戸市の水道料金はこの 20 年余り据え置かれたままですし、全国的に見ても
下から 6 番目です。今後の水道施設の設備投資には約 1,300 億円が必要とされていますが、人口減少やイ
ンバウンド需要の減少で水需要が減少し、決して将来を楽観は出来ません。今回、多くの水道事業者の努
力により、生命維持に必要な水の供給がなされている事を知る貴重な機会になりました。

★竹村クリニックより今年のインフルエンザ予防接種について
インフルエンザ予防接種を毎年 2 丁目がお願いしておりますサンプラザ 3 階の竹村先生から今年の注意点
をお知らせ頂きました。
「新型コロナウイルスは武漢型→欧州型→東京型と変異を繰り返し、感染拡大を続けていますが、今後最
も危惧されていることは季節性インフルエンザとの同時流行です。国はこれに対して発熱時、インフルエ
ンザの迅速診断と新型コロナウイルスの抗原検査を同時に行うことを推奨していますが、院内感染などの
問題があり、これが可能な医療機関は限られてきます。そのため今後は発熱の方がインフルエンザワクチ
ンを受けておられるかが診察のポイントになってきますので、今年はワクチンの早めの接種が求められま
す。例年同様に 10 月中旬より実施いたします」とのことでした。早めの接種心がけたいものですね。
サンプラザ 3 階竹村クリニック：℡391-3131 診療時間：月曜から金曜日は午前診 9：30～12：00、
午後診は 13：30～15：00 ただし木曜日は午前診のみですのでご注意ください。土・日曜は休みです。

★編集後記
この暑かった夏をずっとマスクを付けた状態で毎日を過ごさねばならなかった皆様、本当にご苦労様でし
た。涼しくなればグッと楽になりますがこの先もインフルエンザへの予防も含めてマスクが必要なのは変
わらない毎日になりますね。ところでマスクの必要性とマスクのゴミ問題が同時に叫ばれています。マス
クの多くが化学繊維で出来ているため、一旦ゴミになれば自然には分
解されず、環境を汚染していきます。他にもプラスティックのごみ問
題、コロナによる巣籠生活で最近増えている生活用品の不法投棄問題、
もっと大きいところでは核のゴミ問題など、人間の生活にはこのゴミ
問題が切り離せず、とても悲しい気持ちになります。だからこそ皆様
にお願いです。毎日の生活の中で少しでもゴミ削減への気配りをして
行きませんか。例えばプラスティックのストローやスプーンなどは受
け取らないなどの小さな努力でも皆さんが進めれば大きな力になります。個人的には少しでも早くドイツ
のように日本が環境先進国の仲間入りを出来ればと願っております。
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★霊験あらたか 比叡山延暦寺
神戸から車で２時間程走れば比叡山延暦寺に到着します。今回訪れたのは現在、国宝延暦寺根本中堂が 2016
年から 2026 年にも及ぶ大改修の為に寺院の中にあった仏像や掛け軸等の
おびただしい重要文化財が延暦寺の国法殿にて閲覧できる機会なのです。
国宝根本中堂は現在添付の写真の様に囲われています。比叡山延暦寺では、
度重なる戦乱や災害が見舞われながらも守り抜かれてきた数多くの国宝や
重要文化財があります。そのほんの一部が今
回観ることが出来るのです。ご承知の様に 788
年に最澄が天台宗の総本山として開いたここ
比叡山は、京都から滋賀にかけてのお山自体が根本中堂をはじめとする数々の
寺院で成り立っています。一つ一つの寺院に味わいがあり一日かけても足りな
いぐらいでした。また、これからのシーズン、楓に囲まれているこの地域は紅
葉観賞にはもってこいで最高のシーズンとなっていきます。目にも心にも癒さ
れること間違いなしです。一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

★いかがでしょうか新しいタペストリー
私達の街、センター街 2 丁目の中央にある大きなタペストリーが新しくなったのをお気づきですか。このタ
ペストリーが 10 月 9 日の神戸新聞朝刊にも掲載されました。今年に入ってコロナ
ウイルスに打ち勝つ意思を示そうとした力感のある前回のものと違い、今回はコロ
ナに対して皆さんのお力で今のところ 2 丁目からは感染
者が出ていないことに感謝して、心が少し軽くなりまた
温まるタペストリーをご用意いたしました。前回のフェ
ニックスと同様に今回の愛らしくホッとする表情を感じ
させているワンちゃんの絵も、鴨居玲さんのものを使わ
せていただきました。この数か月、緊張感の中で日常生活を過ごされていた中、
すこしでも心あったまる瞬間が得られればと企画いたしました。11 月からはクリ
スマスのタペストリーに変わる少しの時間の展示です。また春先にはお目見えす
ると思いますので、楽しみにしていてください。

★コロナだけでなくインフルエンザも完璧に食い止めましょう
10 月に入って 2 丁目組合員様のインフルエンザの予防接種が始まりました。前回お伝えしたように、ワク
チンの不足も叫ばれる中、今年は早めの接種をお願いいたしております。さらに今年初めて 2 回目の接種を
することを先日紙面にてお伝えしたところ、多数お申込み頂きありがとうございました。私達の街センター
街 2 丁目はスローガン通りに「安心・安全で清潔な街」を目指しています。毎日、メディアでは全国のコロ
ナに対する新規罹患者の数が報道されていますが、可能な限り、組合員・スタッフ全員が誰一人コロナやイ
ンフルに罹患することなく、健康な状態でお客様を心よりお待ち申し上げたいものですね。

★新店舗紹介 新コンセプトの衣料品や雑貨のお店、iro no hi がオープン！
新しく仲間が二丁目に誕生しました。店長様からのメッセージをご紹介します。
「この度、9 月 28 日にセンター街 2 丁目にオープンさせて頂きました〝iro no hi（イロノヒ）神戸三宮店
〞です。
“何気ない日常に特別な彩りを”をコンセプトに、シンプルな
トップスやボトムス、雑貨など飽きのこない多彩で魅力的なアイテム
をリーズナブルな価格でご用意し
ております。是非一度お立ち寄り
ください。スタッフ一同心よりお
待ちしております」とのことです。
実際に記者もお店に立ち寄らせて
頂きましたが、本当に心がウキウ
キするようなカラフルなアイテムが豊富で、ここなら色にこだわりのあ
る貴方もきっと満足のいく自分らしい色に出合えますよ！！
ホームページ：https://ironohi.com/ TEL : 078-393-4658

★今年の神戸ワインを是非味わってください！
10 月 23 日（金）に今年の神戸ワインを皆様のもとへお届けいたしました。も
うテイスティングされた方ならお気づきの方もおありかもしれませんが、今年
のワインも上出来だそうです。ラベルは例年通り川西 英先生（1894～1965）
の作品で、かつて盛況だった「花隈」を題材としたものです。第一次世界大戦
後の日本の好景気の頃から関西有数の花街として栄えて、第 2 次世界大戦後の
昭和 40 年代頃まではその隆盛を極めた存在だったそうです。この作品は 1935
年、昭和 10 年ごろの花隈の風景です。この作品からは華やいだ頃の花隈の風
情が手に取るように感じられ、ちょっとその場に入って行きたくなる程のノス
タルジーを彷彿とさせていますね。
「コロナ、コロナ」で頑張っている今こそ
神戸ワインが届けてくれた「天の恵み、大地の讃歌」を一刻楽しみましょう！

★三宮あんしんすこやかセンターからのお知らせ！
身近にお年寄りのおられる方に朗報です。その内容をご紹介しますのでご参考になさって下さい。
コロナウイルスの影響で半年間開催中止となっていました「ふれあい給食会」が来月 11 月から 65 歳以上の
おひとり暮らしの高齢者対象で本格的に再開となる地区が多いようです。お食事をするだけでなく、高齢者
の方に有益な情報の広報や催しもあり、楽しんで頂ける内容となっています。ご興味のある方はお近くの「あ
んしんすこやかセンター」にお問い合わせください。感染症を心配し過ぎるあまり、過度に外出を控えたり、
人と会うことを避けると、近い将来、介護が必要な状態になるリスクを高めることになります。社会とのつ
ながりを失わず、「新しい生活様式」を取り入れて、メリハリのある生活を送りましょう！
三宮あんしんすこやかセンター：〒650-0021 神戸市中央区三宮町 1-8-1 サンプラザ 3 階
Tel.078-321-0400

Fax.078-326-2668 mail：sannomiya@meirinfukushi.or.jp

★編集後記
コロナ禍の厳しい状況で、日本中が〝GO TO キャンペーン〞を一つの手段として盛り上がろうとしてい
ます。どの業種も苦しんでいるのできっかけを掴むのは当然であり、必然だと思います。そしてこのコロナ
騒動もいつかは収束するでしょうし、早くそれを願っていますが、その時こそ都市・街・各店舗の魅力の真
価が問われることになります。色々なキャンペーンとか補助を精一杯利用しながらも、それだけではなく、
それぞれの価値を高めていくことは決して忘れてはいけません。これなしでは本末転倒になってしまいます。
街創りも一過性のイベントではなく、その存在自身の魅力向上を忘れず進めていきたいと思います。
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★ 2 丁目 これぞ研修旅行！
今回の 2 丁目旅行は、11 月 4 日から 6 日までの 3 日間、高知の梼原町（ユスハラチョウ）
、松山、周防大
島に渡り最後に宮島の厳島神社を参拝する充実した日程でした。1 日目は
神戸空港から高知空港まで 40 分の空の旅を楽しみ、高知では名物中日そ
ば、釜揚げシラスに舌鼓。その後は、はりまや商店街を視察し日本最古の
木造アーケードを見物しました。理事長、副理事は視察中に四国銀行を表
敬訪問し、平素の御力添えに感謝の気持ちをお伝えしました。昼食後はバ
スで一路梼原町へ移動。梼原町には、新国立競技場の設計を担当された建
築家の隈研吾さんが建てた町舎や図書館などが多数あり、梼原町地域活力センターで二時間の充実したシ
ンポジムが始まりました。吉田町長様の御挨拶に始まり久利理事長の梼原町への思い、神戸市経済観光局
長西尾様より現在の神戸市の取り組み、神戸市都市局担当局長手塚様より
震災後神戸の復興記録の説明がありました。梼原町長吉田様は梼原町のビ
ジョン「ウェルネス梼原」の実現に向けてどのような取り組みがあったの
かをご紹介下さいました。梼原町は小さな町ですが、地域住民全員の生活
を豊かにすることを目指しているそうです。1 日目は隈研吾さんがデザイ
ンした「雲の上ホテル」で雄大な自然を眺めながら眠りにつきました。2
日目は町全体が「隈研吾ミュージアム」と呼ばれている建築群を視察後、
バスで松山へ移動し昼食。その後フェリーで周防大島にある民族学の泰斗
であった宮本常一さんの記念館を視察。ここは古民具を多数収蔵・研究し
外国の方々からも「日本の古い農具は興味深い」と評判が高いそうです。
その後広島へ移動し、広島お好み焼で晩餐でした。最終日は、秋の宮島へ。
天候にも恵まれ素晴らしい旅となりました。コロナウイルス感染対策や移
動でのご手配、その他色々とお気遣い頂きましたツーリストイン神戸吉田
様にお礼申し上げます。次回の旅行が今から楽しみになって来ました。
次回は 21 年ボジョレーヌーボー解禁の日に FDA を使用して松本の超有名フランスレストラン「鯛萬」を
訪問し街の繁栄を祈り、盃を掲げる旅です。是非ご参加下さい。
※写真の一押しのお好み焼き屋さん！！

屋号は「てっ平」さん

広島市中区新天地 5-13

Tel.082-541-0012

★神戸と宮古島が直行便で結ばれました！
スカイマークの神戸―下地島空港（宮古島）直行便が 10 月 25 日に就航し、益々観光に便利になりました。
下地島空港は長年パイロットの訓練専用の空港でしたが、2019 年に旅客ターミナルが整備され、宮古島
第二の空港として生まれ変わり、この度神戸と結ばれました。その PR の為に、ミス
宮古島が来神されセンター街のアートスクエアで沖
縄の小物販売を交えて宮古島の魅力を紹介していま
した。下地島と宮古空港のある宮古島とは橋で結ば
れていて車で 30 分程の距離です。宮古島は自然の美
しいカラーで満ち溢れていて、とてもその魅力を一
言で言い表すことは出来ませんが、特に「宮古ブル
ー」と呼ばれる青にも緑にも見えるその色が季節や

天気そして時間帯にも刻々と変化していく美しさを堪能できます。勿論、ウミガメと出会えるアクティビ
ティや宮古島の郷土料理も充実していますし、夜は民謡居酒屋で三線ライブを聞きながら、オリオンビー
ルで乾杯なんてことも出来ます。是非この機会に「宮古ブルー」を貴方も見つけに来ませんか！！

★第 16 期収蔵作品の作者、谷本 景さんのご紹介
来年の 2 月に予定されています 16 作目となる作品の収蔵式典ですが、
その作者の谷本 景さんについて簡単にご紹介します。谷本 景さん
は三重県伊賀市に在住されている陶芸家で、その陶房は三田窯という
名門の茶道具を専門に焼く窯として知られていました。谷本氏はパリ
に渡られて永年活躍され、その「茶陶の伝統」の中に日本美の普遍性、
それもグローバルな視野の中での日本美の普遍性を追求されてきた
ようです。そして桃山期の非シンメトリーを基調とした豪快で破天荒
な作情を根源とする伊賀茶陶の造形に、さらに「縄文的な情念やダイナミズムの世界」を使ってアプロー
チして行こうと作陶されて来られました。なかなか素人には難しいコンセプトですが「独特な美の世界」
を永年に亘って追求されてきた偉大な陶芸家であることは間違いありません。今回の収蔵作品も既に街に
到着、来年の 2 月 6 日の収蔵式が楽しみですね。

★高知県立美術館へいざ！
今回の 2 丁目の研修懇親旅行は高知県梼原町経由で広島から帰路につきました。今回 GO TO 商店街を利
用して来年 2 月 6 日（土）にアートミュージーアム収蔵式典と建築家の隈
研吾先生をお迎えして講演会を企画しております。先生は東京大学工学部
建築科を卒業され、現在東京大学特別教授をされていて、また新国立競技
場の設計者として世界的に著明な建築家であられます。先生の木造建築の
原点が梼原町とのことで今回訪れたことは大変勉強になりました。先生を
お迎えして開くこの講演会は画期的なものになりそうです。また高知県立
美術館では「隈研吾展」が開催されています。会場には先生が建築された
様々な建物のミニチュアが精工に作られていて、又その思いを述べられて
おり大変感銘を受けました。特に先生が建築された富山県のガラス美術館
や図書館などがある複合施設「Toyama きらり」の内部がゴーグルをかけ
て観れる 360 度のバーチャルリアリティーで体験でき、是非一度現地を訪
れてみたくなりました。私達の街三宮センター街も老築化によって建て替
え等の必要が目前に迫っています。今回企画された隈研吾先生の講演会が
再開発の街創りにお役に立てれば幸いだと感じています。ご関心のある方
は 2 丁目事務局に先生の図録がありますので是非ご高覧下さい。
（オリンピックスタジアム）
「隈研吾展」場所：高知県立美術館
日時：2020 年 11 月 3 日～2021 年 1 月 3 日 時間指定予約制
詳細は高知県立美術館ホームページ https://moak.jp/にてご覧下さい。

★編集後記
今回、親睦旅行でお伺いした高知県の梼原町や直行便で結ばれた沖縄の宮古島ですが、やはりどちらも人
を魅了する個性溢れる特色があります。梼原町には隈研吾氏が設計した建築物や志士脱藩の道などがあり、
宮古島は「マリンブルー」は勿論のこと、旧市街地の史跡や文化財を訪れる綾道（アヤンツ）ツアー、宮
古島の伝統工芸品を知り、体験する「宮古上布の糸積み体験」など、枚挙に暇がありません。我が街三宮
でも神戸市や民間の協同による長期的な視点に立った再開発が着実に
進んでいます。それは新たなコンクリートによる構築物に囲まれた都
市を目指すのではなく、どこか人間味に溢れた温かみのある環境に基
づいた街創りになるはずです。その中には梼原町のような木造建築も
一つの手段に成り得ますし、音楽や芸術の香りが漂う空間も必須にな
って来るでしょう。そしてやはり最後には人が人に示せる温かさが街
の魅力を最大限に引き出すのだと思います。その様な素敵な街を創り
あげていきたいですね。
（梼原町 木橋ミュージアム）

