料理司が客と対し得るのは料理を通
してである．料理司が料理と一体にな
り︑客に対するさまは︑利休の﹁この
菜は生涯中この一回の他にあらず﹂と

年︑この月︑この日︑客を迎えてする

不味かろうわけがないと︑菓子音

ればこそ︑この人の創るモノなら︑

口にするのは罪悪と心得る食通な

一菜も疎かにせず︑不味いモノを

向くほどの徹底ぶりである︒一食

のあたりにした︒店内の照明が落

ープシュゼットを調理するのを目

或る日︑飯田シェフが客席でクレ

スターするため研鍍を積んでいた

プまで昇格し︑ひたすら料理をマ

そんな人や店を紹介したい︒

いう一期一会の心に他ならない︒

アンリシャルパンティエの蟻田社

介に︑まさか従業員千人︑年間売

した︒学生時代からホットケーキ

ラスカへコック見習いとして就職

路才の時︑一念発起して大阪のア

蟻田尚邦は早稲田大学に学び︑

ォーマンスを一般の人に提供する

た﹂と言う︒この華やか味のパフ

﹁足がふるえるような感動をおぼえ

トローの香りの饗宴に蟻田青年は

炎とオレンジキュラソーやコアン

シヤルパンティエ

長と知り合って十数年になるが︑

くされて踊るように舞い上る青い

上百億の洋菓子製造会社の俊敏な

を焼いたり料理をつくるのが器用

内で︑ケーキ屋ですｌとの自己紹

る経営者とは︑思いも及ばなかっ

世のために創作したものと言われ

ヤルパンティエ﹂がエドワード七

でフランス人シェフ﹁アンリ．シ

九世紀にモナコ公国モンテカルロ

もそも︑クレープシュゼットは十

れは高嶺の花でしかなかった︒そ

らず︑当時の一般大衆にとってそ

スのディナーを注文しなければな

シュゼットを味わうにはフルコー

運命的な転機となった︒クレープ

ことができたらｌこの発想が彼の

た︒この人の味に対する執着と熱

であった彼は鍋洗いからデシャッ
ロシュートのピザｂ卵をつぶしピザカッターで切り分けて食べる

意が尋常のものでない事を認識し
たのは︑ロータリークラブの事業
で︑何度か一緒に香港に旅行した
時である︒現地の通人から入念に
情報を入手して︑その味一番とい
う店を選び︑朝粥から昼の飲茶︑
夜の正餐まで︑味について一切の
妥協をしない姿に私は驚嘆した︒

神戸や大阪で食事を共にしても彼
は味の完壁を求め︑暮のおせちも︑

大晦日に京都の料亭までとりに出

写真手前／「ノルマ｣。トマトソースベースでナスの入ったパスタ
写真奥／「ビスマルク｣。トマトソース・モッツァレラチーズ･ブ

TELO797‑32‑3773
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芦屋市船戸町４−１
ラポルテ本館１．２階

され︑窓外の夜空を背景にフラン

Ｃｓ(ｼｰｷﾕｰブ)芦屋店

痴の私もアンリ信者だが︑アリタ

連載'四

元来︑甘いものに縁遠い左党の私

街
信奉者かになった感が強い︒

《
は︑初対面の時もその社名に不案

Ａアンリ．

仲

知っていたらクレープシュゼット

記憶があるが︑あの頃に蟻田氏を

を出すかで︑結局和菓子になった

訳を勤めた際︑ティータイムに何

ース・ケリー王妃が来神され︑通

る︒ポートピア博にモナコのグレ

子店が機械化を進める中で︑彼は

ティエは順風に乗った︒大手洋菓

ームも手伝ってアンリシャルパン

りの文化が脚光を浴び︑グルメブ

啓蒙により︑手づくりとか︑ゆと

九七○年万博を機に︑女性雑誌の

クイジーヌを開発し芦屋

カン・フレーバーのイタ

ランス調︑Ｃキューブで

の強いことに気付き︑ア

予想以上にイタリアン・トレンド

逢い︒米国食事情を視察 した彼は

イプである︒鋭い感受性が受信し

彼は思い込んだら生命がけのタ
提供するために︑店頭の商品の味

かった︒本物のクオリティを客に

客の視点に立って味の均質化をは

手づくりのデリカシーに執着し︑

メインの肉料理︑ケーキ にコーヒ

で仕上げる︒又は前菜︑

やＣキューブ・スペシャルのピザ

トを楽しみ野菜ふんだん のパスタ

じ張らず︑ワインとアン ティパス

大丸店等を開店した︒ 気 軽 に 肩 ひ

を供し得たであろうに︒

たアイデアを持ち前の行動力で実
フィードバックし品質管理を行う︒

を確認してその結果を生産部門に

リア・フィレンツェのメー プィチ家の

西洋の菓子は︑一五三三年イタ

ある︒

て漸く郊外の小さな店で見つけた

カトリーヌ姫がフランス

ーのコース二千五百円と お手軽で

が︑店主が﹁朝に焼いてずっとケ

二世に嫁ぐ際︑イタリア

ントノーレという伝統菓子を探し

キを︑やすらぎの心で楽しめる店﹂

ースにあったから︑これは駄目︒

私の知人の料理研究家がパリでサ

をめざした︒しかし︑客の反応は

明日またおいで﹂と言われ︑菓子

芦屋で開業︑﹁昼下りのお茶とケー

鈍く︑閉店の覚悟までしたが︑一

門的に体得した彼は昭和四十四年

パスタ︑

行に移し︑その集注力は人後に落

、アアリ

ちない︒アラスカでデザートを専

梅ンメは

動したとか︒蟻田氏の信条につな

への愛惜と技術に対する自信に感

に戻って次の人生に挑戦

蟻田は今︑ヨーロッパの味の原点

人を伴ったことに始まる

店をセーブし︑トータル的にブラ

と笑う彼は︑売上百億を目途に出

客に対し︑本物の味を客

与えた︒まさに︑一期一

的感性と冷徹な経営感覚

うが︑神は彼にロマンを求める美

している︒天は二物を与

ンド・イメージを維持する方針を

﹁扉風と菓子屋は拡げたら倒れる﹂

がるものがある︒

立てた︒しかし企業家としての彼

合いつつ︑ひたすらマイ
３

を走り続ける希有なる味
トロ︑アンリ蟻田に乾杯︒

ューブ︶を誕生させた︒シヤルパ
ンティエ・コンテンポラリー・ク

イジーヌ︑新しい現代の味との出

田・リブ

マウわの同めずよのア菓ア
エエか心時るとう原ン子ン
スイちでに美いと点り職リ
7
５

中村友一／有限会社御影貿易商事取締役社長・田崎真珠株式会社顧問

店リはン

の．と会を求えし味・のの

の夢は新しいブランド︑Ｃ︵Ｃキ

蟻田社長(左)と筆者。Ｃ３(シーキューブ)芦屋店にて

ランチタイムシリーズ⑤

るメロディは無坊庵宗家綿貫宏介

陶浪御所坊
人たちの宿坊として利用されてきた︒

御所坊はその名の通り︑上流階級の
アとよくマッチしている︒さらに︑

現在は閉店してしまったが酒蔵を改

さんのプロデュースによるインテリ

あふれている︒十五代目にあたる金
造した居酒屋︑テニスクラブ︑カフ
ェなど工夫をこらした新しい試みを

がちりばめてあるからだ︒

１

１

TEL（078）９０４−０１８１

７
６

有§島グランドホテル
TEL（078）904‑0731

ＴＥＬ（078）904‑0701

チェックイン１３：００、アウト１２：００
ゆっくりとお過ごしいただけます。

TEL（078）904‑3656(代）

次々に誕生させた︒昨年の十一月に
﹁の酋駒国援尉自国詞○己一○口詞○﹂も︒

ＴＥＬ（078）９０４−０７８１

古象飼

は︑手工芸品をあつかうお店

料理は旬の味覚を生かした会席料

☆半混浴のお風呂零一郷浪﹂

理．館内にある摂津・丹波の逸品を
そろえる味処﹁山家膳家・閑︵かん︶﹂

で︑神戸牛ステーキや山家会席など
豊富なメニューを味わえる︒吟醸酒

会議セミナーからご家族づれまで

織欽山

雌蝶

井啓修さんのユニークなアイディア

創業八百年︒この伝統あるのれん

零
重
塞
毒
一

やの鋒電減
政府登録国際観光旅館

☆異国仕込みの寄想天外な旅館

ャラリーまでつくってしまった︒七

月二十日まで﹁沙羅の花の季節に布

その二階のわずかなスペースに︑ギ

に恋したい﹂と題して︑古布︑藍染

を守るのが金井四郎兵衛こと十五代
学生時代︑神戸外国倶楽部でアル

めをあしらった久土目薫︵くどめか

目にあたる金井啓修さん．

バイトをしていたときに︑異国人た

おる︶さんの創作人形展が開かれて

Ⅷ
聯

いる︒

ちの奇抜なアイディアに影響をうけ

茨

爾即；鴇

雅ただようくつろぎの館

日本の伝統
数寄屋造りの館

自然の恵みを
湯けむりに伝える

Ｓ

g
E
j

しかし肩肘はらない〃酒落っ気〃が

入口は男女別々だが、
金泉

た︒その奇想天外なアイディアが旅
館づくりの隅々に生かされている︒
館内に流れるのはシンセサイザーに
よる﹃御所坊組曲﹄︒清涼感あふれ

１ １

１雨

愛郷宗。

しかし︑御所坊へやって来れば︑数
ことに納得させられる︒摂津・丹波

より質重視のサービスに努めている
の珍味を集めた山家料理︑ユニーク
なお風呂︑レトロ調な店内︑手工芸

TEL（078）904‑0675

を百銘柄余りもとりそろえてある︒
時代をさかのぼるが︑昭和初期まで
有馬には湯船がひとつしかなく︑中
央部を垣根で仕切った半混浴のよう
﹁金郷涼﹂では︑今でもこの面影を

なスタイルをとっていた︒御所坊の
残している︒金泉の入口は︑当然な
がら男女別々になっているが︑進ん
で行くと︑終点でひとつの湯船につ
ながっている︒背丈ほどもない垣根
で区切られただけの半混浴なのだ︒
つまり︑昭和初期までのスタイルを

品を集めたお店・ギャラリー⁝︒金
井さんプロデュースによる﹁御所坊
たい︒

ＴＥＴＥＸ５６２７−１１５

TEL（078）９０４−０５５１

TEL（078）904‑0366

ワールド﹂を是非ともご覧いただき

⑬山家膳所閑

湯豆腐会席二八○○円

山家点心四五○○円

つるべ蕎麦膳二三○○円

つるべ蕎麦一二○○円
神戸ステーキ点心六○○○円

二○○○円

山家会席山六○○○円
水八○○○円
雲一○○○○円
ランチタイム／荊時釦分〜粋時

神戸ステーキ

ｅ入浴時間／洲時〜把時・一五○○円
③久土目薫展

前九時〜午後六時︒休館日火曜日無料

開催期間七月二十日まで︒開館時間／午

盃０７８．９０４．０５５１

ＴＥＬ（078）903‑‑2255

１

TEL（078）904‑0501(代）

１

Ｋ Ｏ Ｒ Ｏ Ｋ Ａ Ｎ

鵜
濡
鼠
域
ｉ 陵楓閣
姉妹旅館秘 ぬ駐
７
７

国陶浪御所坊

ｇＥＸ１<ＯＥＩＶ

ＴＥＬ（078）903‑1024

鯵ｊ鍵J鍵，

向陽闇

山涙膳砺正

国際観光旅館

勘擁織月光園

味わえるのだ︒

宇撚,
木造3階建の御所坊。客室は20室

ＳｕＮＮＹＳＩＤＥＵＰ

舗弁斎

難蝋

静寂さにつつまれた
くつろぎの宿

ひさご弁当

御所坊には︑客室が二十室しかな

ー 園 ＝ ﾛ

く︑商売をするにしては︑何やらも
ったいないという気にさせられる︒

恥唖

ご=差霊

テニスでいい汗
いい湯にとっぷり味に集う

露天風呂とご昼食

§己
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議議

久土目薫さん作の創作人形

神首人を言梅社の﹀街に

②

蕊

戸市産業振興センターで﹁︐蛇全国骨

５月酪日︵土︶にハーバーランドの神

患者が健康をとり戻せるようになっ

病気だったが︑骨髄の移植によって

は有効な治療法がなく︑治りにくい

月末︶を数え︑骨髄バンクを通した

望者は九四︑八一八名︵平成ｎ年３

めている︒この７年間で骨髄提供希

移植推進財団﹂が設立され活動を始

︿蝿銅堆識癖確確誕﹀

髄バンクボランティアの集い︑神戸﹂

かわかりにくいが︑患者の骨髄幹細

移植は一四七八例に上っている︒骨

Ａ型︶が一致しないといけない︒赤

ることによって正常な血液を造る機

胞をドナーの骨髄幹細胞と入れ替え

てきた︒しかし︑骨髄移植をするた

血球にＡＢＯ式の血液型があるよう

能を回復することである︒具体的に

めには患者とドナー︑すなわち骨髄

﹁骨髄バンク﹂という名前は︑マス

に白血球にもＨＬＡ型という型があ

という集いが開かれたので参加した︒

コミや映画などを通して最近は少し

るのだがこの型は兄弟姉妹間では四

を提供する人との白血球の型︵ＨＬ

ずつ知られるようになってはきたも

酢唖変恐くて痛そう
塞症なイメージをも

毒から︑骨を切り
元取って埋め込む
ド
手術︑という大
は︒

の

手﹁骨髄﹂や﹁移
癖植﹂という文字

去るわけだが︑

焔れを点滴で患者
殿の静脈に注入す

器で採取し︑そ

みの薄いものであろう︒

ロ

のの︑一般の人たちにとってはなじ

士だと数百から数万分の一の確
■

はドナーの骨髄液を腰の骨から注射

率しか一致しない︒少子化が進
んでいる日本では家族内に適合
くわずかにしかすぎないため︑

する提供者を見出せる患者はご
ＨＬＡ型の適合したドナーを多
渡しをするために﹁骨髄バンク﹂

くの人たちから募り︑移植の橋
が必要となったのである︒日本
では関係者の並々ならぬ努力で
平成３年哩月に﹁財団法人骨髄

リi

分の一の確率で一致するが︑他人同

人たちが会場に足を運んでいた︒

１

この日は激しい雨の中を二百人程の

７
８

髄移植︑といってもどんなことなの

ｌ世界にひろがる骨髄バンクの輪

いのちを救えるのはあなたかも知れない橋本明

<２８３〉

白血病や再生不良性貧血︑先天性

千葉茂樹監督(右から３人め）らを交えたシンポジウム

免疫不全症などの血液の病気は以前

譜
全
‑
Ｋ

１

かし︑登録後︑骨髄を提供すること

なく︑腕からの採血だけですむ︒し

録の時は骨髄液を採取するわけでは

つ人が少なくないらしい︒ドナー登

クフォーラム﹂が開かれた時︑韓国︑

センターで﹁アジア太平洋骨髄バン

市にある兵庫県立先端科学技術支援

昨年ｎ月５日に西播磨科学公園都
マで︑生きることの意味や生命の大

ことは分かち合うこと﹂というテー

画を監督した千葉茂樹氏が﹁生きる

になれば採取の前後に四〜五日の入
ル︑日本のドナーや患者︑関係者ら

台湾︑オーストラリア︑シンガポー
人間像について語った︒

や身近に触れ合ったマザーテレサの

切さについて︑インドでの撮影体験

ドナー登録した人のうち︑Ⅲ数％
ンクとはこの四月に提携し︑韓国と

が活発に意見を交換し︑台湾骨髄バ

レサに会いに行った時︑﹁貧しい人︑

ことです﹂と言われ︑﹁人間はここま

共に生きることはもっと素晴らしい

が適合すると予測されている︒した

昨年九月にアメリカのミネアポリ

で一員めることができるのだ﹂という

な人です︒そしてそういう人たちと

スで開かれた世界骨髄バンク協議会

ことを知った︑という︒近藤氏は人

苦しんでいる人は心のやさしい伸大

の年次総会は世界の瀦力国が参加し︑

間としての成熟の条件として﹁人と

くこととなった︒

現在︑世界の約如力国・地域に骨
日本も正式に加盟をすることになっ

も提挑に向けての国際協力をしてい

髄バンクがあり︑自分の国の骨髄バ
た︒世界のネットワークを結んで情

がって登録しても骨髄液を実際に提

ンクで適合するドナーを見つけられ

ものを他者のために与えられるか﹂

異なることを認め合えるか︒自分の

めて限られた機会となるだろう︒

ない患者を救うために︑各国間で相

るようになると︑患者にとってはそ

の二つが大切だと考え︑垂ロしみは共

報収集やドナー登録者の照合ができ
れだけ生きるチャンスがひろがって

互にＨＬＡデータの交換や骨髄提供
年４月より全米骨髄バンクと提携す

バンクの活動を通して若い人たちが

１

している︒
ＴＥＬ＆ＦＡＸ︵○六︶九七七

１

☆関西骨髄バンク推進協会

７
９

二一二三

では釦万人のドナー登録者を目標に

はありません﹂とのべている︒日本

のいのちの贈り物は生涯忘れること

才の慢性骨髄性白血病の患者は﹁こ

合う活動でもある︒移植を受けた釣

骨髄パンクの活動は生命を分かち

マザーテレサの言葉を紹介し︑骨髄

この日の神戸での会合では﹁マザ

に担い合う時︑喜びとなる﹂という

ーテレサとその世界﹂というドキュ

いくことになる︒

が提供され︑飛行機で空輸されて印

このﾝﾌﾚｯﾄの璽作にぁたつ可き､財‑卜１戸ｽ趣１Ｍ金Jの を異け暖しだ

ジア系アメリカ人から初めて骨髄液

ることになり︑九月にはハワイのア

を行っている︒日本骨髄バンクも昨

供できるチャンスは一生のうちの極

近藤氏が夫婦で哩年前にマザーテ

院が必要となる︒

骨髄パンクへの登録を呼びかけるパンフレット

一拳化していった体験を話した︒

(財)骨髄移植推進財団
厚 生 省

メンタリー映画が上映され︑この映

声詫鹿と−贈匡お腕み下さい

才の日本人男性に移植された︒

いのちを救えるのは
あなたかも知れない

１
ｌi

'1

戸

開催したり︑ギャラリー型キャン
パスで後継者を育成︑展示施設の
提供︑居住系機能の充実をと解説

一部修正について報告がなされ︑

会場の承認を得た︒まちづくり計
画をもとに地区の建物や敷地の整

ド・アーバン・ストーリｊ一松田香理

１部︶のトークインヘと続いた︒

さん︵立命館大学政策科学部︶︑
佳作﹁トァととあ﹂中鴫潤さん︑
東井嘉信さん︑山路千春さん︑小
島富士夫さん︵大林組建設設計第

形成市民協定︑はくブ後神戸市から

て︑平成９年４月に締結した景観
の認定を受ければ条例化され︑ま

後半はトァロードのまちなみイ
メージを広くアイディアを求める
ために実施された﹁トアロードア
ーパンデザインコンペ﹂の３組の
入賞者のトークインが行われた︒

最優秀賞の﹁トァロード大学〜
人を育てるまちづくり﹂来住竜一
さん︑貝中正司さん︑酒井陽子さ
ん︑岩村美和子さん︵日建設計大
阪事務所︶は﹁まちが持続的に発
展するには人が育たなければなら
ない︒その要素を作っていくのが
活性化させるポイント︒そこに外
国人が住める基盤も次世代にあっ
たものを再生し︑神戸らしさと品
格を加味させたものを﹂と説明︒
講師や作家などを呼び自由大学を

った︒

授の言葉で締めくくられた︒トー
クイン参加者も今後も手弁当でま
ちづくりに協力したいと意欲的だ

今回のトークインはまさに﹁ト
ァロード大学﹂の第１回目の講義
という内容であり︑続けてこのよ
うな場を持ちたいという︑コーデ
ィネーターの高田昇立命館大学教

きたい﹂という意見があった︒

商売の仕方をもっと話し合ってい

トァロードの住民から﹁外国人
が定着しなくなって︑生活臭だけ
残していなくなった︒まちは住む
人間によって性格を持つ︒それぞ
れの価値観や感受性は違うだろう
が︑原色は同じだと思う︒生活や

ちづくりの大きな柱となる︒

によって表現することを目的とし

した︒続いて︑優秀賞の﹁トァロー

１

ロードらしさを具体的にまちなみ

８
０

備等を地元の人々で協定し︑トア

アーバンデザインコンペからトアロードの未来像を探る

トアロード地区まちづくり協議会⑭

弓Ｓ函為︵医ｂまちづくり︿躯﹀

﹃一雫一一

ローー

ー

トークインのようす
今後のまちづくりにどう活かせるか。

ア

☆第１回目の
トアロード大学開く
トァロード地区まちづくり協議
会総会が５月迅日︑トアロードま
ちづくりコーポレーションで開催さ

れた︒今回の総会は﹁アーバンデ
ザインコンペからトアロードの未
来像を探る﹂というテーマで行わ
れた︒前半は協議会の経過報告お
よび今後の事業計画︑会計と今後

国

︾︾︾坐哩・鉦

JｊＪ

の収支計画︑景観形成市民協定の

９

直雪ミ

ﾆｰｰ霊
，
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識蓄雪講義
＝出展者募集中＝

￨筈翻撫瀧識燕繍溌,懸職縦
開催概要

出展応募要領

国開催趣旨：コンセプト

園募集クラフトマン

〜誠戸の元気はトァロードから〜
"クラフトマンシップ溢れる街ＫＯＢＥトアロード，，
e神戸・トァロードの元気な姿を全国･に発信する。また、市民に広く
広報・IＲし、市民参加型のイベントとする。
●三宮地区を中心に開催される"シャンテ神戸，,等とも連携を図り、広
域的なイベントとする。
､神戸市が推進する"工房の街づくり'，"神戸マイスターの育成"等に寄
与する。７月にオープンする｢北野工房のまち｣との協力体制をとり、

生活文化に密着したクラフトアート
①絵画②版画③陶芸④カラスエ芸⑤ステンドグラスアート⑥木工⑦彫t金③テ

双方の知名度を高める。

●運営方針の基本をNonProEtOrganizationとする。

①チャリティ的な要素を取り入れ､震災復興ならびに神戸の文化振
興にも役立てる。

キスタイル(染色、織物等)⑨インテリア用品⑪ガーデニング用品⑫造花アー
ト⑬写真パネル⑭その他工芸品全般

眉出展ユニット及び参加料

下記の展示スペースに応じた、参加料としてのテント設営費等実費

（A)テントスペース喚行1.8ｍ×間口1.8m）椅子2脚20,000円/2日間
（B)ﾃﾝﾄｽぺｰｽ喚行1.8ｍ×間口2.7m）椅子3脚30,000円/2日間
○テントスペース喚行1.8ｍ×間口3.6m）椅子4脚40,000円/2日間
※各ユニットはチームを組んでの参加も可能です。
回応募方法

②無料のセミナー等を開催し、クラフトァートの普及･啓蒙を図る。

出展申込書と出展作品の写真3〜5点（参考となる過去の作品でも

国士催

可）を同封の上､７月10日(金)までに事務局まで郵送にてお申し込

トアロード地区まちづくり協議会

みください。審査の結果は郵送にてお知らせします。

国開催期間

平成10年10月３日(土)・４日(日)の２日間
※時間帯はいずれも午前10時〜午後6時(予定）
国会場

トアロード全体(トアロードに面する遊休地や施設及U渉道の一部０
厘開催内容
①クラフトの展示･販売
②展示会・セミナー等の開催
③チャリティオークションの開催
④野外での演奏や個店サイドでの街角音楽祭などの実施
8
１

籍
111から栂へ､風の坂Ⅲ

[申し込み先：お問い合わせ先］
トアロード･クラフトアートフェア実行委員会事務局
神戸商工会議所中央支部内
〒650LOO21神戸市中央区三宮町1‑91‑805
(担当：大原）
TEL(078)331‑0012FAX(078)331‑0065

日本タウン誌協会共同企画
日本タウン誌協会共同企画

稀
赫準長

長岡から

ドーン

と

ではありません︒

田中正︵写真も︶

ンと大輪の花を咲かせます︒打

長岡祭りは楽しさと平和の尊

ち上げ会場から半径５画以内の

ど〜ん

と位置する長岡市︒群馬・長野

す︒

さを考える３日間でもあるので

その２
花火十公云会場から信濃川を１

ドーン

ｍほど上ると﹁千秋が原ふるさ

を見にいら

っしゃる方も毎年半端ではあり

との恭埜があります︒悠然と流

大輪の花

今度は長岡に少し足を止められ

ません︒昨年は過去最高の︑万

れる信濃川のほとりに﹁にぎわ

この

す︒

てみてはいかがでしょうか？

は埋め尽くされました︒

月１．２．３Ｒの３日間に行わ

長岡といえば大花火︒毎年８

長岡祭りのはじまりに関する悲

しかし︑この賑わいの発祥に

の本企抗拠点﹂として︑平成元年

いとうるおいのある産業と文化

成９年ｎ月に都市景観大賞を受

８年ｎ月で整備が完了され︑平

から整備開始されました︒平成

羽の爆撃を受け︑旧市街地の殆

昭和別年８月１日︒長岡はＢ

しい出来事があるのです︒

万発が打ち上げられます︒目玉

れました︒県立近代美術館は︑
美術館そのものが一つのアート

賞し︑都市景観１００選に選ば

しみからの一日も

となるよう建設され︑設備も豊

どが焼き尽くされ多くの方々の

早いまちの復興を

ックホールと名付けられ︑自然
と調和するような優しい外観で

富︒長岡蓋術寸花ホールはリリ

れ大変な盛り上が

す︒長岡産業交流会館としてハ

願い︑翌年﹁長岡

りを見せたそうで

ベントが行われ︑国鼎哩の公園も

イブ長岡があり︑毎週末各種イ
含めて多くの家族連れ等で賑わ

す︒そのパワーで
たと言っても過言

今の長岡が築かれ

復興祭﹂が開催さ

はなんといっても︑正三尺玉！

ナイヤガラをバックに花開く
日本一の正三尺玉

尊い命が失わ胆
れれままし
した
た︒
︒こ
この
の悲
悲
'擬W羅錘W零雲霧認一….…．．一ｕＧｏｐｕ。。.。，

１日２発で計４発夜空にドカ〜

で︑２日と３日の２日間に計２

れる長岡祭りのメインイベント

︐ドーン その１

人の人で︑会場の信濃川河川敷

られた方も多いのでは？

線の乗り換え駅として長岡を通

ミシミシいうくらいの豪快さで

１

民家のガラス窓がドーンの音で

１
北陸地方の方は少し前まで新幹

８
２

方面の方には海水浴シーズン︑

新潟県のほぼ中央に

﹁月刊タウン情報ながおか﹂編集長

認３連発打ち上げ！

坊す．３･めの旅
お

新潟県立近代美術館

ての活動も行なわれていて﹁美

っています︒また︑長岡造形大
平方メートルもの花壇は︑心の

ような緑あふれる景観︑５００

日頃のストレスを発散できる

オアシスとでもいうべきでしょ

学も開学されデザイン都市とし

うか︒歩き疲れたらテラスのオ

フェテリアで至福のひとときを

ープンカフェや花にあふれたカ

います︒

その３

しいまちづくり﹂が進められて

ドーン

海側唯一・全国週番目の国営公

丘陵公園﹂に到着します︒日本
からお年寄りまで楽しめる素敵

冒険できます︒小さいお子さん

ンもあり︑子供たちが思う存分

一品です︒長岡Ｉ︒Ｃから釦分

ぎそば﹂もそば通をうならせる

過ごすのもオッなものです︒温

園で総面種４００ヘクタール︒

な公園です︒開園時間は朝９時

もすれば︑寺泊町へ︒新鮮な日

長岡Ｉ．Ｃから国道８号線に

健康・野性・文化の３ゾーンで

別分から夜８時迄︑また︑７月

本海の幸を求めて首都圏からバ

て汗まで流せます︒水遊びゾー

構成され完成は創世一池初頭の予

釦日から８月９日までのｎ日間

スッアーでいらっしゃる方々も

水のシャワールームもついてい

定です︒７月釦日に僻畦匪ゾーン

にわたり開園記念行事が予定さ

週末多く見られます︒お金の神

入り柏崎方面へ６ｍ︑約５分ほ

の一部妬ヘクタール︵東京ドー

れています︒ちょうど花火大会

様として知られる高龍神社もか

どでど〜んと広がる﹁国営越後

ム約如造が開園します︒

を是非ご観賞ください！

そうそう忘れてならないのが

さです︒ここもまた緑がきれい

なりのご利益があるといううわ

の花

をはさむので僻心に響くダブル

﹁旨いもの﹂︒新潟といえば︑お

て宮醒廻な好面悪境にある神社です︒

緑と花火とうまいもの︒ぜひ

で︑川のせせらぎもＢＧＭとし

みなさん一度︑視覚・味覚で長

いしい日本酒が有名ですが︑長

の寒さときれいな空気．そして

解けの水・酒の命の酒米・雪国

ちしております︒

岡を味わってみて下さい︒お待

岡にも酒蔵が哩もあります︒雪

でおいしいお酒もできるはず︒

掲戦します︒

六十誌の各編集長が順番に執筆︒随時︑

ン誌協会︵事務局・月刊神戸っ子︶の会員

※﹁編集長おすすめの旅﹂は︑日本タウ

電話０２５８．２８．３３８６

ながおか

■問い合わせ先／月刊タウン情報

優秀な杜氏と好条件揃いですの

︵ホントにうまい！︶

キュ

隣の栃尾市には大きな油揚げ︒

ッと一杯

これを酒の肴に日本酒を

考えただけでもよだれが出てき
そうです︒また︑﹁小千谷のへ

ｌ配Ｉ

リリックホールと周辺の公園

神戸の姉妹都市を知っていますか？

神戸市･天津市友好都市提携２５周年
神戸市は、世界の主要な港湾都市と姉妹(友好）・親善協力都市、
姉妹(友好)港提携を結び、市民相互の交流､港を通しての交流に
より、市民の国際交流、国際理解に努めています。
現在、シアトル、マルセイユ、リオデジャネイロ、天津、リガ、

■
仏

〆︒

直雪昌

‐。
誕一旧︲︒

マー

駅･輯昭壷孟祁

雫r〜
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議難錨

二一

灘繍議帆熟嶋‑…

の王子動物園から天津動物園への寄贈など、各種記念行事を行い

ます。今秋には、天津から訪問団が神戸を訪れ、天津紹介観光展

￥

弓翻
Ｉ
{

などの記念行事が予定されています。

また、青少年交流甑業の一つとして、将来の神戸の国際交流を

匿

字

ブリスベーン､バルセロナの７市と姉妹(友畑都市提携、フィラデ
ルフィア市と親善協力都市提携を結んでいます。
さて、今年６月、神戸市が天津市と日中間ではじめて友好都市
提携を締結して、２５年を迎えます。これを記念して、訪問団の相
互派遣や交流事業を行う｢友好都市提携25周年事業lを行います。
７月上旬に神戸市長をはじめとする訪問団が天津を訪問し、友好
提携25周年記念宣言文への調印、チンパンジーとオオカンガルー

』

天津市水上公園（天津市民の憩いの場而

担う少年･少女(小学5年生〜中学3年生)たちを天津に派遣する｢少
年･少女友好の船｣(８月13〜19日)を実施し、天津に少年･少女とス
ポーツ･文化交流やホームステイを通じて、日中の相互理解と両市
の友好のさらなる発展を図ります。

都 市 名 提携年月 都市の概要
シアトル市 1
9
5
7
年
6
月 ｱﾒﾘｶ北西海岸有数の港湾論
マルセイユ市 1961年７月 ﾌﾗﾝｽ南調､地中海鰐にある最大の貿易港
ﾘｵｬﾈｲﾛ市 』
9
6
9
年
5
月
天 震 市 1973年６月
市

リガ市 1
9
7
4
年
6
月

ﾗﾙの代麦的縮肺で､世界3大美港の‑つ
北京､上海､重慶と並ぶ中国の中央直馨都市

ﾙﾄ海沿岸にあるﾗﾄビﾌ7共和国の首都

ﾘｽｰﾝ市 1
9
8
5
年
7
月 糊ﾄﾗﾘｱ東海岸のほぼ中央にある抑ﾄﾗﾘ薦3の都市
バルセロナ市 1993年４月 ｽベｲﾝ北東部にあるｽぺｲﾝ第２の部市

ﾌ
ｨ
ﾗ
ﾃ
ﾘ
ﾚ
ﾌ
ｨ
ｱ
市 1
9
8
6
年
1
0
月 ｱﾒﾘ源海岸の有数の港湾都市

8
４

落介いろは歌
今井啓介︿今啓パ︲ル︵株︶社屋

４

︿生き方いろは歌﹀︵謹灘蕊蕊雛潟擢凄畦瀧蟻︶

垂

手生惨んで我が人生の先を見た
１１観たことたけが人生じゃない

重つる溶賑鍛鋤はそ許掩娃毛壷み鎚厚たでしょ

ね眠隷蕊と蕊か撫瓢擁の時は

つ聖娠饗と濡巌鰹よ硯灘たが

そ編鵬家て殿て碗逢輿う謹を

れ連蕊幾権蒜の剛悪恥

ささ耕譲がそ悪需抑優しさは

あ曇裂羅薙副雑る蕊来る

て手蕊悪ど塞鍛野溌も詫席の

え鞭山津津日識寵し桂子なの

︾﹂ことごとに災害となるその折も

やや認誕で遊撫縦く鍵い

く苦擢筆わ蔵な肇譲へ蜂せは

お篭霊いてぁ鑑濡滞男には

の野群縄て息詑霊誇り向いて

ゐ織瞬り灘の露し雑種月

う浮躍窯瀦釣滝手続畦

む無躍群評痩卸溌た善きょうに

せ急騨鑑と錘避需錘連れ連れに

争︒盛割阿麺

ひひ伸弼澱か人繊牽深よこのぉ店

ゑ蕊課に雛座軸近騨知らず

し白鵠心獣の喋繋え管地に

み皆譲ひ塗識に詳灘弱こと

めめ雛笠り舗灘評人の味

ゆ夢議諏私朝霜砺鑑の癖心地

Ｉ弱１

︑毛︵しんにゅう︶なければ全く軍︵うご︶かず

ん運ありて人は動いて運が付く

鐸獅に却準諦めしを喰う

ま間濡好鰯言霊詐う語意味

す過蕊託日雫馳誰騨館の日ょ
ふ吹嬉耐濡鶏諦鎧な需幅ぅ

Ｉ心は貴男にすべて戴く

ナ献身はこの私なの身をささげ

心静めて間を置いてみよ

一︶にこやかに私は誰とも接するよう
１１そんな生き方やってみたいよ

な無溌維い喧濡篭誼この人は

ＵＶ必李且辛せ我がものとする

エヰ綻びのある着物見てこの私
１１誰よりも先縫ってあげたい

き鐙諜成に聖の響潔婚

へ偏緬趣こ鍔軍妨は楽胴椎鐸輝る

どんな人でも楽しく迎え

し﹂友達も沢山寄ればこれ楽し

座り集まるは智慧の集いぞ

季つちりぬるをいろはの歌は楽しみよ

︑リ利益なしそんな商︵あきない︶喜ばる
然し損して得とること有り

裸の私貴男の為なら

ぬ脱ぎすててみたいよ下着全てみな

診③流浪時季川に流るる木の葉如︵ごと︶
私も一度は流るるもよし

お互い心通じ合うから

走哩お前さん今日のお酒は美味しいね

判らないけど私は私

わ私とは私が私判らない

勝って人生果たして良いのか

か勝ちどきがこの私にはあると云う

よろしいような生き方をする

よょろしくてこの私にはよろしくて

何があっても生きぬくつもりよ

た逼しく生きて見せようこれからは

心の中に有るものが来る

ら頼人は来ないようでも来るものよ

︑生きること私は一生懸けてみる

その３

一一

畠嗣＃
︾王立サン．

残念ながら日本にはまだその
が消失した後も独立して運営さ

校併設の美術館で︑本体の学校

ところで︑そのような美術学

美術学校併設から独立

いのだが︑有名な美術学校に併
れ︑館の名を高らしめていると

ような形での美術館は存在しな
設され一般にも公開されて活動

美術館が︑それ︒今から釦余年

ッドの王立サン・フェルナンド

前︑初めて同館を訪れた時は︑

ころがある︒スペイン︑マドリ

品や︑学生に教えるための参考

している美術館が世界には割合

作品など︑いろいろな経緯で絵

であった︒館の入口は即学校の

伝統ある美術学校の付属美術館

多い︒その学校出身美術家の作

まり︑数がふえていくというこ

画や彫刻︑工芸作品が次第に集

術館となったわけ︒余談めくが

館︒入口を出入りする若者︵恐

階へ行くと︑これが付属の美術

入ｕすぐ近くの階段を上って２

東京芸大美術学部︵かつての東

らくは多くが美術学校生だった

入ｕ・学校の方は１階にあり︑

京美術学校︶でも︑これまで小

ろう︶がそれなりに居た割りに

とは十分に考えられる︒その陳

スペースの資料館なる所で大学

階段を上る人影は少なかった︒

列︑公開の場所がやがて付属美

所蔵の作品や資料を少数ずつひ

そもそもスペインといえば︑
伝統を持つ

っそりと公開していたのを︑型

美術アカデミーなるものも創設

のは︑欧米諸国にかなり遅れた

に記すと︑発足当初の会員は娼

が１７４４年と古い︒参考まで

の１つ・

世紀を目途に堂々とした展観実

とはいうものの誠にうれしいこ

人︒有名なゴヤ︵１７４６〜１

美術王国

施のため只今新美術館建設中な

とである︒

８２８年︶も１７８０年に誕歳
でここの会員になっている︒こ
のアカデミーが後進育成のため
作品コンクールを行い︑併せて
わった︒そしてその流れが別世

美術学校をつくり運営にたずさ
紀まで続いてきた︒王立サン・

フェルナンド美術学校であり同

王立サン・フェルナンド美術館

内容は充実している︒ただし活

学校︒従って美術館の方だって

かくスペイン切っての名門美術

ら追放される目にあった︒︶とも

は自ら退学し︑ダリは学校側か

業生だと言えないのは︑ピカソ

して籍を置いたことがある︒︵卒

は︑ピカソやダリも試験を突破

付属美術館である︒この学校へ

い︒︵もっとも︑その後改装や改

にくかったのも当然かも知れな

⁝︶一見︑学校や美術館に見え

は他の目的で造られたわけで

以前の建築だから︵従って当初

年に当たる︶︒アカデミー創設

なり生類憐みの令が解かれた翌

いう︵日本では将軍綱吉が亡く

建てられたのは１７１０年だと

という印象が強かった・聞けば︑

賞者の人影が⁝︒この変貌ぶり

に各室に２︐３人から数人の鑑

かりのサービスぶり︒そして常

うぞゆっくりご覧下さい︑とば

の長イス類が置かれていて︑ど

れ︑しかも各室へ鑑賞者のため

全室に明るい照明がほどこさ

たのにびっくりした︒もちろん

のに︑館内が大きく変化してい

外観はそれほど変わっていない

術学校が廃校になり︑美術館が

は︑実はサン・フェルナンド美

数年後に再度同館を訪ねると

吉香氏がその人であった︒

用はどうやら永い間︑学生中心
が︒︶しかも中へ入ると︑その

築が重ねられたことではあろう

いておらず︑部屋へ入る毎に横

皿余室のほとんどに明かりがつ

前記のように初めてこの館を

だったようである︒

めて何とも古めかしい建物だな

訪れた釦余年前には︑外から眺

くなった結果らしいのである︒

独自の運営をしなければならな

か︑変な気持であった︒︵あれ

︑逆にいささか仰々しいとい

の近郊︵厳密にいえば市内では

は廃校になったといっても︑市

も知れない︒もっとも美術学校

常に戻った︑といっていいのか

これはむしろ美術館としては正

？︶つまり︑ほとんど来館者
んな中で印象深く残っている

姿が見えなかったのである︒

｡

が︑すでに明かりのついてい
に模写をしている青年が日本

１つの部屋で︑たった独り熱

ド

う︒ただし

て︑伝統は継承されているとい

れ︑というよりもそこへ蘇生し

１

の名前は︑美術館のみに遺
されて⁝︒

８
７

子を見たのち部屋を出たが︑

サン・フェルナン
いさつを交し︑しばらくその

だったのに驚いたこと︒軽く

大学の美術学部︵新設︶に吸収さ

持って造られた国立マドリッド

あるらしいが︶へ膨大な敷地を

電気の節約だったのだろう

いう情況で︑わびしいという

チを入れ︑出るとすぐ消し︑

'、

ツ

と

ま う 力

力

の

そ

の

心 た

あ 人

現 様

在日本洋画壇で活躍中の藤田

１

付き添ってくれた係員がスイ

館内の展示室

国夏
☆﹁フルートとともにｌ
世界名曲の旅﹂
８／聖︵土︶

開場柘晒釦囲涙拓叩００
神戸一皿坐西区民センター

西神車央駅更果へ５分

前売２０００円当日２５００円
壷０７８．９９１．８３２１

☆﹁ＤＩＶＡ＋谷川俊太郎﹂
７／値︵日︶

開場打︑卯・開場相距釦
ＭＯＫＵＢＡ︐ＳＴＡＶＥＲＮ
トアウェスト／コスモビルＢ１

ボーカル︑ピアノ︑ペースのシ

‑
選
鐸

Ⅳ

舞台

とも﹄の絵本原画展︒絵本が絵画

館書店の月刊創作絵本﹁こどもの

昨年秋に５００号を数えた福音

冠０７８．８０１．１５９１

哩毒王ヱ公園・ＪＲ灘から徒歩５分

兵庫堤ユ近岱夫衝鴎

加唖叩〜〃卯叩︵入館は〜帽や釦︶

７／７︵火︶〜８／２︵日︶月曜休

﹃こどものとも一の絵画表現

☆絵本原画の世界

美術

の紳砲いろいろあります︒

子デイピッド︑笑いと感動の親子

関係︒その３︑母親ペッコフと誕

ドとその妻ローレル︑奇妙な三角

き︒その２︑若い恋人アランとエ

目教師エド︑男同士の恋のかけひ

の１︑女装芸人アーノルドと真而

おかしく哀しい愛の３部作︒そ

当日Ｓ４３００円Ａ３３００円

前売Ｓ４０００円Ａ３０００円

壷０７８．２９１．９９９９

新哉鯨・地下鉄新神戸駅すぐ

新笠戸オリエンタル劇場

７／妬︵日︶料如叩

７／頭︵土︶旭非叩／把叩叩

７／劉釜︶噌叩

加藤健一事務所皿調

☆雨−チソングトリロジー﹂

畠
l

表現の一分野として確立し︑さら

ｌ配ｌ
いてきた過程を検証する︒って︑

に表現の新しい可能性を切りひら
また？深く考えずにね︒

叩⑤幅叩︑

年イギリス映画１０７分︒

督・脚本︑マーク・ハーマン︒鮎

出場し︑やがて決勝大会へ︒監

が結成したバンドが全英選手椛に

炭坑閉鎖に揺れる街︑坑夫たち

前売１３００円当日１５００円

丞０７８．３３１．８５３８

主催神戸映画サークル協餓会

大丸東へ釦︑神戸朝日ビル４Ｆ

神戸朝日ホール

④Ｔ

①洲函︑②杷恥叩③幅﹄︑

７／打︵金︶把︵土︶

﹁フラスー．﹂

☆市民映画劇場

美術

大人５００円虫局生３００円

金０７９７．８１．２９７０

阪急宝塚駅または宝塚南口駅王半

宝塚︷里エ手蔓員記念館

９郡釦〜灯叱︑︵入館は〜帽宰︑︶

〜９／１︵火︶水曜体

﹁スター・システム﹂展

☆手塚治虫キャラクターワ
ールドマンガを彩る

フルート独奏とお話

壷０７８．３９１．２５０５

、

吉岡美恵子

ンプルなトリオ縄成で︑透明感の
あるアコースティックサウンドを
紡ぎだす﹁ＤＩＶＡ﹂︒ジャズ︑ク

ラシック︑ロック︑ポップスが郡
人・谷川俊太郎の朗読が加わり︑

然一体となったステージに︑詩

句塾

音楽とことばに陶酔できる夜を迎
える︒

(ベース）

カルメン幻想曲︑ハンガリア田

思い出︑赤とんぼ・・・︒だれもが知

谷川賢作
(ピアノ、作曲）
高瀬麻里子
(ボーカル）

大坪寛彦

谷川俊太郎
(詩、朗読）

圃幻想曲︑くるみ削り人形︑夏の

ａ

もだかるgB‑O7
もだかるｇＢ−Ｏ７

ってるあの曲この曲︑フルートの

因

窪

Ｃ Ｕ Ｌ Ｔ
吉岡美恵子
(フルート独奏とお話）

句

生ず

亀

Ｉ
Ｗ
ｌ
Ｉ Ｏ
ＯＤ
ＤＥ
Ｍ
調べに乗って世界の旅を︒ルルル︒

が

▽先月号の課題！まずは回答に﹁〜やんか﹂﹁〜して■庭付きの家を持って犬を
■﹁これ知っとう？﹂など︒弁？︶︒この話題︵阪神間．月結婚したので︑とりあえ

﹁好
好き
なな
神戸
弁戸
﹂ 弁﹂はる﹂﹁
﹁
き
神
は〜
る﹂
ね﹁
﹂〜
なねど
﹂︵
な神
ど戸
︵神
飼戸
う飼
▽う捨
▽て
捨な
てい
ない
よよ
ううにに■
■先
先

婿か唖皿坐許奉軍榊示
帳需雄
催識搾
雑詐需
諦癖
鋳唖詫娃
韮奄歩蛙詞ず良い奥さんに▽捨てない
婚

︿播磨町・小島由美さん﹀域
壊し て し ま い よ う わ い や ﹂ か ら 北 海 道 ま で 旅 す る ■ 沖

も
﹁私あ
はの
京都
ダでポ
﹁が
あの
よダう
ポに
がよ
■
︾桜
っに
前■線
桜と
前線
共とに
共沖
に沖
縄縄
●い
もいた
た１１に私は京都でに

半分沖純︑半分神戸に住む
む

▽かわいい！﹁〜しとう﹂って怒ってたら大笑いされ縄に家を持ち︑一年のうち
﹁〜しとん﹂を挙げたひとはました︵三亜県人に︶︒

つとしたら長田弁かも？のゴリラに会いに行く︒欲世界一周■世界各国の料理

多かったけど︑次は⁝？▽次Ｉ﹁わたしの夢﹂
■﹁かつさらかい﹂→ひよ■アフリカの山にいる野生■クイーンエリザベス号で
かなり汚い︒下品︒﹁嘘つき﹂をいえば︑ずっと一緒に幕
暮を食べまくる︒できれば本

みたいな意︒例えば︑らしてみたい︒もうひとつ︑場で■ペプシの懸賞を当て
Ｂ﹁あんたかつさ
さら
らか
かい
いな
な﹂
﹂日
日本
本に
に住
住み
みた
たい
い︒
︒

Ａ﹁きのう宇宙人を見てん﹂ペットを捨てる人がいないて宇宙旅行に行く▽日本︑

く長田区・山口一美さん﹀▽私はゴリラになりたい︒くて深い︑が画普通に生き
︿

ってな感じで︒︿美嚢郡・上羅智子さん﹀世界︑宇宙︑それぞれが広

一︲セブン・イヤーズ・イン・チベット﹂
﹁大地と白晶邑▽８／１〜皿﹁ポネット﹂

めに﹂﹁シングルガール﹂▽７／班〜誕

▽みんな知っとう？他のみなさんの夢︑並べます︒る▽人生は⁝︒ではまた︒
★神一星里￥小磯記︿愛柔術館
命季余サービス券温付き︶加組釦名

▽〜７／２﹁陰謀のセオリー﹂﹁タクシ

★丘雀借丞払虹代美術館

ー﹂▽７／３〜過﹁フェイク三ＮＹ検

７月１８日(土)〜８月１０日(月)６階神戸阪急ミュージアム

神
戸
灘
瀦
(
月
)
倫
肩
ﾊ
ｰ
パ
ｰ
ﾗ
ﾝ
ド

と住所・氏名・年齢・職業・電話番号︑

ワン﹂﹁フェイス／オフ﹂

−７回目室編集室斧さ

⑥今月の課一認印丙神戸っヱ生７月号で面

戸っ子一もだかる

ＡＸ０７８．３３１．２７９５︶月刊峠神

通３．１．旧ツインズトアビル４Ｆ︵Ｆ

〒６５０．００１１神戸市中圭陛下山享

で︒７月鋤日必着︑

事局﹂▽７／狸〜瓢雪丞泉日和﹂﹁ラヂ
オの時間﹂▽７／配〜魂﹁セブン﹂﹁ユ

陽に徳２本室

︵８月末まで有理型２名

は？

白かった記事は？②挫厚弁で好きな言葉

☆シネモザイクー〜４

８／４﹁セブン・イヤーズ・イン・チベ
ット﹂﹁喝采の一扉一虎度門こ▽８／５
〜︑﹁スクリーム﹂﹁トレインスポッテ
ィング﹂▽８／皿〜塾﹁エアフォース・

﹁今月の課函匡①〜③を明記して左記ま

③葉沓かファクシミリで︑希望手する館名

〜戸仮面の男﹂

４▽〜８／７﹁タイタニック﹂▽８／８

▽９／坊〜蚕室を乞一己

▽９／５〜鰯﹁スプリガン﹂

替︶﹂

〜９／４﹁ＧＯＤＺｌＬＬＡゴジラ︵吹

３▽〜７／加露叩土呈挫玲止▽７／ｕ

﹁ＧＯＤＺｌＬＬＡゴジラ零害毒﹂

２▽〜７／皿﹁ジャッカル﹂▽７／︑〜

﹁ポケットモンスター︵２本立︶﹂

創刊３０周年記念

ージュアル・サスペクッ﹂▽７／羽〜

︵８日埜全卒で右糾︾２名

窓﹂▽シネマは成人壁画
★控属朝日ホール
３組６名
☆バルシネマしんこうえん

けアンパンマン手のひら存子金吻に︵他２

︵７／７〜８／２﹁絵零絵画の世界﹁こ
どものとも﹄の絵画表現１９５６〜１９
９７﹂右軸︾３組６名
☆神芦阪急ミュージアム
５組加名
★カナート・ホール
︵８月末まで右叫型５組︑名
▽７／腿１９／ｎ．小ケットモンスター

﹁かぼちゃ大王﹂▽８／巧〜釦﹁それゆ

︵２本立霊

☆ペレーネシネマ
︵８月末まで右鋤︾５組加名
〜７／加室農哩︵入琶忘吋 当挙共？と
▽７／ｕＩ９／４﹁ＧＯＤＺｌＬＬＡゴ

週干U少年ジャンプ展

１▽〜７／ｍ﹁大いなる遺産﹂▽７／︑

︵８月末まで右報︾５組加名

▽﹁それゆけアンパンマン手のひ§年太

ター︵２本︷坐﹂

ＭＯＤＥもだかるＣＵＬＴ倶楽部ＣＵＬＢ

〜Ⅳ﹁ジャッカル﹂▽７／鴎〜８／末

★調環騎園覇・シネマ

▽〜７／３﹁ＧＩジエーン﹂﹁テルマ＆
ルイーズ﹂▽７／皿〜Ⅳ﹁ロザンナのた

日は51洞臆｡職30姉隷にご入nmください.）

10時〜よる７時30分lmia悪ﾜﾙｦ

灘議#￨園
１

（証明聾をご提示ください.）

１

開館時間：１０時〜7時30分

※（）内は前売りおよび団体10名梯
以上の料金。
主催：神戸阪急ミュージアム、

休館日:８月４日（火）
入館料:一般700円(500円)、
(税込み)大学･高校生500円(300
円)、中学・小学生300円
（200円)､小学生未満およ
び65歳以上の方は無料
８
９

ジラ命詮写﹂▽次回﹁ポケットモンス

ＭＯＤＥもだかるＣＵＬＴプレゼント

口播磨文化の粋

︑氷富家重要文化財の

詞のやめ今亘を訪ねて

ｌ卯１
世の歴史は南北朝内乱の立役者の楠正成や︑能を大成した芸
術家・世阿弥とのゆかりをも伝えて︑まことに貴重である︒
私たちは重要文化財として永富家住宅を守ることとともに︑

この永富家から出自された鹿島守之助氏が︑その歴史と

併せてその家の歴史に深い感心をそそられるのである︒

そのため有志の人々の寄合いを企画し︑これを幽美会と命

の保誰に当たっては︑その環境づくりが必要だが︑夫人は

ころだが︑女夫人も亦その保誰を深く配慮された︒文化財

文化財の顕彰に努められたことも︑すでによく知られたと
さんに︑ぜひ﹁あやめ会﹂へとお誘いを受けたのは昨年のことであ

名されたのである︒

束澗の住吉駅近くにある仏蘭西料理店〃時〃のオーナー松井康子

にしていた︒

このようにして永富家住宅を中心に︑幽美会が再編成さ

その雰囲気のなかで一層幽玄美に磨きあげられるだろう︒

気がある︒そこで営まれる茶や花の伝統文化は︑おそらく

ものである︒永富家の歴史の環境にも︑それらに近い雰囲

に発展し︑ついに能楽論では優美典雅の美意識に到達した

では深遠微妙を意味し︑歌論︑連歌論では余情妖艶の意味

離宮の環境も幽玄美として理解できる︒幽玄は老荘の思想

心に︑﹁幽玄美﹂を創造しようとするものであろう︒かの桂

上から推測するほかないが︑一言にして云えば文化財を中

﹁幽美﹂とは如何なる意味をもつか︒今はその理由を文字の

まさしく形影相伴う存在であった︒

このように永富家住宅の保存と活用に当たって幽美会は

るが︑残念ながら日程があわず︑今年は六月七日と聞いて心待ち
当日の朝︑木下禎子さん︵木下真珠︶と︑高橋一美さん︵タカハシ

パール︶と共に龍野の駅に降りると︑お馴染みの皆さんもきもの姿

田植えが終った青田の中に建つ豪邸は︑鹿島守之助氏の出所で

で永冨家の﹁あやめ会﹂へ足を運ばれる︒

子夫人が茶人として︑﹁あやめ会﹂を開かれ︑文化サロンとして︑ま

ある．卯女夫人が﹁幽美会﹂と名付けられ︑永富家当主の永富美香
た重要文化財﹁水富家﹂の維持に心をくだかれている訳である︒

今年の大茶会の趣好は︑亭主が拙鶴庵若翁︵Ｆ・ニーゼル氏︶と
いう風流人︒外国人らしい発想で﹁東照宮大権現の御威徳を偲んで﹂

をテーマに武人の茶道を永富家に持ちこみ︑凝りに凝った趣好で︑

お薄の席は︑気楽にと︑なかなかの風情︒秋恵図の池を囲む色

お濃席のお道具を仕立てたのはお見蛎︒

とりどりのあやめと菖蒲を借景に点心をいただき︑池の水面をわ

れ︑もっとも望ましい理想的な住宅保護のための保存と活

たる風がさわやかに頬をなでる昼下がりは︑龍野の永富家ならで
はの豊かな雰囲気に心愈され︑いまだ神戸復興に全力投球する身

とが亡き鹿島守之助への何よりも大きな供養となろう︒幽

産を郷土のために守り伝える組織を考えてみよう︒そのこ

個人︑一企業の私有物であってはならない︒この国家的財

史にとって︑もっとも必要なのか︒重要文化財は決して一

一体どのような方法が︑重要文化財永富家住宅とその歴

保存と活用の調和こそ急務なのである︒

に徹しても︑活用に流れても︑完全な保護とは云えない︒

用が計られることが必要である︒重要文化財の住宅は保存

平成元年に発行された﹁幽美﹂に京都の林屋辰三郎氏が︑重要文

には︑ほっこりとするぜい沢な一日だった︒

化財永富家への想いを寄稿されているが︑歴史ある豪邸をいきい
かす道を再録させていただいたことをお許し願いたい︒

きと存続させることへの深慮が伺える︒日本文化を伝え新しく生
︵編集長・小泉美喜子︶

幽美会と永富家林屋辰三郎

そのためのさまざまな方途を︑有志の寄合いによって模索

美会は︑永富家の最善の環境として終始するものであり︑

︵歴史家︶

近世における豪農の住宅建築として︑重要文化財に指定

するものである︒

されている永富家住宅の存在は︑まさしく播磨郷土文化の
大きな誇りである︒そればかりでなく︑永富家に流れた中
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悪
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色とりどりのあやめに彩られた永富家(重要文化財)の池と八つ橋は美しい
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幽美会主催の｢あやめ会｣濃茶席く中央>Ｆ･ニーゼル氏と永富美香子夫人

永富家の白壁に立つ高橋・木下さんら
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巳

篭

Ｅ
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密響畷一

一二・?

秋恵回で松井さん・高橋さん・木下さん永富家当主の永密美香子夫人Ｆ･ニーゼル氏の手前は茶入仁清作銘
「駿河舞Ｉ

重要文化財・永富家／兵庫県揖保郡揖保川町新在家垂０７９１︵た︶５７８８

露

塵冨．

す︒夏の夜にぴったりのラ
ブソングとバラードを心ゆ

︵金︶には鈴木雅之を迎えま

は高橋其梨子︑７月狐日

に引き続き７月釦日︵木︶に

が今年も開かれます︒昨年

ホテルサマーディナーシ訂−

毎年ご好評のポートピア

騨一や一

ー記サマーディナーショー

★ポートピアホテル

ｈ４

ＮＥＷＳ

⁝⁝蕊
ＮＥＷＳ
★ＵＣＣが﹁天然ガス自
動車﹂を導入ｌ
地球に優しいエコプロジ
ェクトの一環として︑ＵＣ

Ｃは天然ガス自動車を営
業・配送用車両として導入
することを決定しました︒
天然ガスの利用は環境汚染
や地球温暖化の原因となっ
ている化学物質の排出を抑
えることができるので︑こ
れからのクリーンエネルギ
ーの一つとして注目されて
まずは近畿地区で冷蔵車

︵ご宿泊プランもあります︶

くまでお楽しみ下さい︒

●圏渥伯時〜︵受付旧時釦分〜︶

両日とも
②会喝ポートピアホテル南館１Ｆ

イナー︑フリードリンク︑税サ込み︶

芙輪田の回
②料金１名様３５０００円字

アホテル︑チケットぴあ︑チケッ

⑥チケットのお求め先ポートピ
トセゾン

④お問合せ先ポートピアホテル

☆﹁Ｆ１１観戦ヨーロッパ

☆第２回神戸国際宝飾展

ＴＯＰＩＣＳ

界が参加系ｌアイ国置爾にて︶

ｌＪＫ︐配に神戸の真珠業

ＰＲＥ ＳＥＮＴ

﹁ＵＣＣ﹂は販売提携を行

旅行﹂がペア５組に！
っている﹁シュウェップス社﹂

ンサー︲になったことを記念

がＦ︲１のオフィシャルスポ

ブルググランプリにご招待す

し︑Ｆ︲１第巧戦ルクセン

リードエグジビジョンジャ

１観

戦ヨーロッパ旅行プレゼン

パン︵株︶が主催する第２

る﹁シュウェップスＦ

ト﹂を実施︒クイズの正解
者の中から抽選で５組︵皿

加盟店のミキモト︑田崎真
珠︑木下真珠︑今啓パール︑

回ＩＪＫ︐兜に︑神戸百広姿

謡禄︶にヨーロッパ旅行が︑

集まる場

森真珠の５社も参加︒世界
中で最も豊富に各種具珠が

またＷチャンスとして抽選
にもれた方の中からシュウ
ェップスＦ：１ポロシャツを

リブは人気の中心だった︒
和珠︑南洋珠︑淡水︑ケ

ワールドパールエ

１０００名様にプレゼント！

#晋震

一壱一一柳摩一

ーの絶好の買付の場である︒

シ︑コンクなど各種のバラ
珠と述の素材は世界バイヤ

議溌難

高橋真梨子さん

ＴＥＬＯ７８︵３０２︶１１１１

サマーディナーショー係

今啓パー･ルブー･ス

います︒

を２台︑そして今年度中に

一 一 一 一 ■ ■ ＝ ■ 一 一 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 一 一 一 一 一 一 ー ー ー ー 一 ー ー 鹿 ■ B ‐ ■ 一 ■ 己 ■ ■ ■ ー B ■ ■ ■ ‐ ■ h ■ ■ ■ B ＝ ‐ ■ 由 一 一 一 一 ■ 由 一 一 一 一 一
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木下真珠ブース

鐙寵
森真珠ブース

は計加台の試験使用を行

ＵＣＣが導入する天然ガス自

導入転換する予定です︒

動車（トヨタ社製）

い︑将来的には３００台を

掌
蕊

ＯＰＥＮ
★﹁北野工房のまち﹂が
いよいよＯＰＥＮ！

７月ｎ日に旧北野小学校

も●お問合せ先

が

る昭和初期のレトロな雰囲
じ
錘気の中で︑今の神戸の味と
畦技に触れてみてはいかがで
か
賞
しようか︒

峠用が予定されています︒

口

舎講堂はギャラリーなどブ
校
なリースペースとしての利

が入っています︒３階の

砂きんつばの実演販売︑どおもに工芸関係のお店

１階はおもに食品︑お菜てみたいお店ばかりが並
子の工房が入り︑神戸百店んでいます︒また２階に
会からも﹁本商砂屋﹂の高は靴や真珠製品の加工な

多数開催の予定︒売とどれもこれも味わっ

のできる参加型イベントもクッキーやケーキの実演販

き︑そして実際に製作体験販売︑﹁アンテノール﹂の

技を間近に見る瞳とがで﹁モロゾフ﹂のチョコ実演

こでは神戸で育まれた職人立てコーヒー︑﹁ゴンチャ
たち︵マイスター︶の熟練ロブ﹂の手作り生チョコ︑

ツトとして生まれます︒こ﹁ＵＣＣＬの薫り高い煎り

のまち﹂が新たに観光スポ教 室

校舎を利用して﹁北野工房︑︲︲︐︲を

輪
、
ＴＥＬＯ７８︵３２２︶５３３２

ＴＯＰＩＣＳ
★神戸ポートピアホテルで

と純米酒の夕べ﹂を開催

無垢の会﹁フランス料理

酒の本来の姿は純米酒で
たいと始まった﹁無垢の会﹂

あることを全国に普及させ
が︑６月９日で加年目を迎
は一・アルコール添加酒でな

えた︒花山酒店の上野さん
く純米酒をと主張してきた

〆

代﹂と杷憂する現状を説明︒アルミ・︲は月の桂・嘉都良

が︑これがほんとの純米酒酒造の大島伝をつかったゼ
といわなくてはならない時リー寄せ︒琵琶湖の鮎のう

料理はポートピアホテル７年古酒で︑強い味が個性
の藤川料理長さんのお酒をを引き立てあう︒賀茂泉酒
使ったフレンチ︒増田徳兵造の藍人のソルベで口休め
術商店の月の桂・にごり酒のあとは︑富久錦酒造・育
をアペリティフに︑前菜はてもとをつかったソースに
魚介の盛り合わせに嘉美心仔羊背肉のローストパィ包
ふるさとの神戸ポートピ

み焼きと凝った趣向︒

アホテルで﹁無垢の今三に

参加したソムリエの木村克
ピヴァレージ︶とは﹁人一

己さんがＦＢ人間︵フード

こと︒この会はまさにＦＢ

倍食う人︑人一倍飲む人の

人間の集まり︑料理とお酒

重な会だ︒

美味なお酒を堪能できる貴

福感を味わった﹂と挨拶︒

フレーバーにつつまれた幸

の相性を気にせず︑豊かな

鮎の香りには７年古酒がぴったり
副
５
Ｊ

スター

誰笠兵農業振興局商工課

食べるほどに飲むほどに幸せが広がる「無垢の会」

見事な蕊人技のマイ

霧
教室を利用して造られた工房

☆﹁うどん﹂ではなく

われるので︑今度は皆さ

でええもん食べて⁝﹂と言

びっと・いん

こだわりの﹁めん﹂
んにええもん食べさせます

☆３周年を迎えた
気まぐれカモメ

角本さんがキャプテン

場になっている︒

バラエティに富んだ社交

語・中国語の講座ありと︑

船好きの集いあり︑英

さん︒

れたのではないか﹂と角本

人々の心の痛みがわかっ
た︒店を始めたり︑港を
守る会や地蔵盆などにか
かわってきたことで︑少
しでも人々にエールを送

話を通して︑震災後の

この間︑﹁お客さまとの対

月吻日に３周年を迎えた︒

た﹁気まぐれカモメ﹂が︑６

んが震災後にオープンし

港町にふさわしい酒場
をと︑元船長の角本稔さ

9４

てくるようだ︒

姿で港めぐりのアナウン
スをすると︑目のまえに
神戸港のパノラマが開け
画気まぐれカモメ

たのもしいTAOの岸本浩一シェフ

エビ︑イカ︑貝柱などをふ

んだんに使い︑海鮮好き
料理長の岸本浩一氏は

な人にはこたえられない︒

﹁目で楽しみ︑食べておい
評判の食材はまず︑巧叩

しい料理﹂を目指す︒

ツ︶︒これを白湯スープで

ほどのフカヒレ︵大パー
煮込んで︑白湯ソースで
からめる︒あっさりして
︵５〜６人前５５００円〜︶

いるが︑コクのある味︒
そして︑フォアグラ・
プラックビーンソースでソ

テーし︑揚げレンコンチ
舌ざわりの違いがうみだ

ップといっしょに食べる︒

営業時間／制時〜めんが売り

打時〜聖時無休

垂営業時間／打時釦分〜幅時

０７８．２２２．２５５５

幅岩城東急ビル地下１階

神一戸市中央区北野町２．７．

ＴＡＯ

■チャイニーズレストラン

料理が楽しめる︒

るので︑素敵な絵に囲ま
れてリッチな気分で中華

ギャラリーになってい

もある︒

ーピスコース︵２５００円︶

また︑昼には料理６種
類とデザート２種類のサ

前１２００円︶

すおいしさに注目︒︵１人

料理がさらにパワーアップ︒

﹁ＴＡＯ﹂のアートな中華

チャイニーズレストラン

☆ＴＡＯに新シエフ着
任Ｉ．ますますアート
に︑美味に

且︑︾融雪

切れるまで第３水曜休み

冠０７８．３２１．５５３６

センタープラザ西館地下１階

神戸市中央区三宮町２．柵・１

園釜あげごめん

と〃めん長〃のおコトバ︒

神戸を中心に活曜中の
放送タレント︑耕笑園て
つやさんが︑いままでの
グルメ取材の集大成とし
て﹁めん﹂の店をオープン
独自の配合のめん︵特許

させた︒

出願中︶は︑前日に仕込み︑

朝切ったばかりの生めん
なのに１分でゆであがり︑

歯触りシコシコ・おまけ
に普通のうどんの約嘘倍
も重量があって大満足︒

ハーフセルフスタイル
で︑最初に熱い方か冷た
い方かを選び︑めんを茄

であげてもらったら後は
自分で︒好みで具をのせ︑

だしを注ぐ︒ねぎやかつ
おなど薬味の無料サービ
スもある︒めんだけなら
﹁いつも自分ばっかり取材

３００円︒

にこやかなめん長の耕笑園てつやさん

璽庫の郷イベントニュース
﹁武庫の郷﹂でのイベント

営業時間／旧時釦分〜垢時釦

４大石ビル２Ｆ

神戸市中央区元町通２．３︒

︵１０００円︶やパエーリ

理︑チリ・コン・カルネ

盃０７８．３３３．１８９２

〃ほろ酔いコンサート〃

は︑地元との交流︑そし
て復興支援として今後も
続けていきたいというこ

６月６日︑こうべ甲南
﹁武庫の郷﹂の日本庭園に

詔時釦分︶不定休

営業時間／打時〜型時︵Ｌ・０．

丑０７８．２４２．００４３

劃・杷

神戸市中央区中山手通１．

■ティファーナ

てくれる︒

もちろん︑興にのると
店の人全員で︑ボレロや
フォルクローレを中心と
するラテン音楽を演奏し

わせて楽しむとベスト︒

ボン︑ワインなど料理にあ

っている︒スコッチ︑バー

ータは９００円︶も多種揃

ースのカクテル︵マルガリ

ドリンクは︑テキーラベ

よう︒⁝⁝

ャなど仲間で数種類とっ
て︑メキシカンスタイル
で陽気に騒ぎながら食べ

分旧時釦分〜詔時

︽７月の主な行事︾

大会地区予選

☆全国金魚すくい選手権

のだ︒５〜６ｍの和金だけ

昔懐かしい風情の金魚
すくい︒一口に金魚すく
いといってもあなどるこ
となかれ︒公式ルールも
あるれっきとした競技な

☆ティファーナが心機
一転︑明るく改装オー
プン⁝

キャプテン姿で熱唱する角本さん

とだ︒

おいて︑全日本シャンソ
ンコンクールで銀賞を受
賞した︑ゆうきじゆんさ
んのコンサートが行われ
た︒ゲストは︑ギタリス
トの川島隆臣氏と富永寛
之氏︒会場はほぼ満席で︑

飛騨高山工場直送の﹃銀
河高原ビール﹂がふるまわ

れ︑まさに︑ほろ酔い気
﹁メモリー﹂﹁ローリングス

を一つの水槽に５００匹
放し︑３分間にすくった
金魚の数を競う︒個人戦
のほか３名１チームの団
体戦もある︒

﹁世の中暗いから︑せめて

参加費無料︒
日時〆７月也日側伯時〜

うちの店だけでも明るく
陽気にしたい﹂とオーナー

場所郭必庫の郷イベント広場

美味伝承甲南漬資料館

床、座席、テーブルなど木を基調にしたインテリアに

分︒ゆうきさんは﹁群集﹂

８

☆ビール祭り

の玉利さんの心意気が︑
メキシコ料理店として老
舗の風格があった店内を
一変させより親しみやす
トウモロコシの粉でつく

く明るい店となった︒

ったトルティーリャに︑緑
のトウガラシ・ハラペーニ

副
司

の１階にある﹁平助茶屋﹂

で︑ビール祭がおこなわ
れる︒生ビール２杯にお
つまみがついて︑２００
０円の会費︒夏の夜を盛
り上げる生バンド演奏も
プランされており︑カラ
日時一７月妬日出旧時印分〜劃時

ート︵１０００円︶もお薦

ョやサボテンが入ったメ
キシカンサラダを包むと
タコスになる︒豆のプリ
オケもＯＫＩ
場所乞武庫の郷イベント広場

公０７８．８４２．２５０８

神戸市東灘区御影塚町４．４．８

め︒メキシコの典型的料

■お問い合わせ

ゆうきさん

ートとなった︒

日本庭園の中にステージを移して歌う

トック﹂といった︑シャ
ンソンのみにとどまらな
い多彩なレパートリーを
披露︒ミュージカルの商
業舞台を経験し︑現在も
地元でミュージカル劇団
を主宰する彼女ならでは
の抜群の歌唱力と演出力
で︑盛りあがったコンサ
学垂

X灘

