欲的に活動を続けていく︒

もおこなわれた︒これか
らも︑さらに２頭目︑３
頭目の貸与を目指し︑意

けは７月頃の予定︒

次回の街頭募金の呼びか

って真珠をもらった！

☆パールブリッジを渡
ＰＣＫ・パールシティ
神戸協議会では︑４月５
日〜５月５日の間にパー
ルブリッジを通行した方
から応募をつのり︑抽選
で真珠製品をプレゼント
するというキャンペーン
を行っていた︒西は九州
から東は関東地区まで︑
総計１︐３９０通もの応
募が︒まばゆいばかりの
真珠のネックレス︑ブロ
ーチ︵なんとプレゼント総
額百万円以上！︶などが当

たったラッキーな方々は
次の通り︒

福山美奈︵長崎県︶
北岡智子︵徳島県︶

長谷川とし子︵姫路市︶

東岡伊津子︵明石市︶
増田美津子︵西宮市︶

１
Ｍ学園の卒園式

﹁誕生日ありがとう運動﹂

９
６

０．１２５７

川神社西︶ＴＥＬ・ＦＡＸ０７８．３６

通４．２．２惹躯盆鋳型ビル３Ｆ︵湊

誕生日ありがとう運動本部
〒６５０．００１６神一足巾中央区橘

脳議鯛

松帆千秋︵宝塚市︶
徳永朋子︵神戸市西区︶
多田膜子︵神戸市垂水区︶
平塚禄子︵神戸市垂水区︶
︹順不同︑敬称略︺

中村操︵神戸市兵庫区︶
⁝あやかりたいものだ︒

員も募集中︒

九の夕べ﹂にむけて合唱団

アーも︒また︑年土木の﹁第

﹁レクイエム﹂海外公演ツ

秋にはザルッブルグでの

よるハーモニーがきける︒

ルでは約２５０人の団員に

励んでいる︒神戸文化ホー

れる指導のもとで︑練習に

る︑砕煩熱的でユーモアあふ

氏︑発立昆狙等の橘茂氏によ

を選曲︒担狸坪の亀井正比古

ーツァルトの﹁レクイエム﹂

例のサマーコンサートにモ

神戸フロイデ合唱団が恒

団・サマーコンサート

☆神戸フロイデ合唱

柚撰令の様子「これが当たりです」

ポケット
ジャーナル

よる盲導犬貸与が実現

☆県内初︑街頭募金に
妬年春に結成された神
戸シニアライオンズクラ
ブは︑盲導犬育成のため
の支援活動として三宮セ
ンター街で募金の呼びか
けを続けてきた︒このほ
ど総額が二百万円余に達
し︑県盲導犬協会を通じ
て盲導犬が豊岡市在住の
森勝之助さんに貸与され
た︒街頭募金のみで一頭
分の育成費を集めた団体
は県内では初めて︒５月
８日には同クラブより森
さんへの﹁盲導犬貸与式﹂

盲導犬貸与式のようす
名前は「ダーリン号」

１

国神戸フロイデ合唱団
サマーコンサート
モーツァルト﹁レクイエム﹂他

神戸文化ホール大ホＩル

日時四７月聖日︵水︶旧時開演

場所

入場料腫碩定席券４９００円
当日座席指定券

Ａ４５００円Ｂ４０００円

主催・問い合わせ
公ＴＥＬ・ＦＡＸ

作品を展示している︒あ
かるい自然光がさす中︑
のんびりとクラシックな

い空間だ︒

階段に座って作品を眺め
ていると︑ときどき汽笛
がポーッと鳴るのが聞こ
える︒とても気持ちのい
主宰の石橋直樹さんに

☆キリンビール神戸工
昨年五月︑北区にオー

場が一周年
プンしたキリンビール神
ステムラインはもちろん

戸工場︒世界最先端のシ
ビオトープ︑︵野生の動植

☆楽天少女通ります私の履歴書

眉神戸の本棚

田辺聖子箸

怒涛の人生を歩んできた作者
が﹁ま︑こんなトコやな﹂と楽
天的でいられるのは︑思い出を
しっかりと心に抱いて生きてき

り︶︑再資源化︑省エネル

物が生息できる環境づく

い取り組みを積極的に行

たからであろう︒ずっと大事に

った方に︑行ってよかっ
たと思ってもらえる展覧
っている︒さらに一般見

鈴木漠作

☆詩集変容

ベセィコ〃であったのだ︒

頃の作者の眼のなんと確かなこ
とか︒少女はもうすでに〃タナ

もらっているような︑そんな感
党にとらわれる．また︑少女の

いとおしんできた宝物をみせて

学やビール教室も体験で

よると﹁わざわざ来て下さ

１５００円十税

というと入りにくいイ

き︑今年四月には︑来場
者二十万人を記録した︒
田義一社長は﹁予想以上の

キリンビール神戸支社池

いただきました︒二十一

たくさんの皆様にお越し

池田義一キリンビール神戸支社長

ギーなど︑環境にやさし

日本経済新聞社

会をやってゆきたい︒︐画
廊

メージがあるかもしれな
いが︑どなたでも気軽に

場所は︑元町商店街の

いらしてほしい﹂とのこと︒

西入口からすぐのところ︒
神戸市中央区元町通６．５．８

ルのとり組みを引き続き

配

世紀に向けたキリンビー

夢Ｉ
が結んでいるように︒

ととしたい︒﹂と付記で作者自身

の死者たちに︑談んで捧げるこ

﹁言葉たち﹂を︑幾千の無事︵むこ︶

作者の眼は被災という現実に
注がれつづけている︒﹁これら

より︶

さだ︵﹁再生Ｉ蘇れ︑母なる港﹂

背後の山なみの／何という懐かし

母なる港の／何という幕わしさ〆

の雪さえ舞うと誉も／海より望む

は隠され／破れた雄が廉き／非情

瓦喋から揚がる土壌りに／太陽

、 生 国 f Ｂ 励 L 毎

■トアロード画廊

公０７８．３５１．２２６９

乾杯の音頭をとる

松尾ビル

口当たりがよく︑フル

ご紹介したい﹂と︒

ｉ
零
溌

制時〜ね時月曜休み

ーティーな﹁神戸ビール﹂

ｌ

神戸フロイデ合唱団

いうビルの階段を利用し︑

大きな窓があり、いい風が通り抜けてゆく

叫喚

０７８．３９１．２６１３

町通６丁目に再オープン︒

トアロード画廊
震災前までトアロード
で約加年間親しまれてき
たトァロード画廊が︑元

☆祝・再開１．

モーツァルト

大正時代に建てられたと

ｆ
ｒ
１

編 集工房ノ ア
2520円
9
７

Wレク
クイエ,』ム
,
Ｍ

｢レクイエム」公演ポスター熱のこもった練習風景

は神戸工場で誕生した︒
供たちのための二夢コンサ

会﹂が行われた︒主催は子

の楽器と演奏者によるア

ど五曲を披露︒世界最高

スキー︑シューベルトな

ンサンブルは流暢かつ繊

この恵まれた自然環境を
ストラディヴァリの黄

ート﹂実行委員会︒

い拍手を贈った︒

細︒参加者は︑惜しみな

園キリンビール㈱神戸工場
神戸市北区赤松２．１．１

グ・ジョージⅢ世﹂は︑英

金時代製作された﹁キン

訪れてみて納得︒

盃０７８．９８６．８００１

☆ストラディヴァリウス
世が優秀な部下に贈るが︑

国王キング・ジョージⅢ
彼は戦死する︒乗馬した

サー

鞍鞄から見つかったとい
まずは﹁劇団︐夢

うエピソードも︒

ベルリン・フィルの減奏者にl劇団 霧『,,サーカスＨ

画とベルリン・フィルハー

モニーの夢の演奏会
兵庫県の文化創造︑子
供たちに夢と希望と元気
穿一与えようと︑６﹇月砥日︑

を元気いつぱいに歌い上

カス﹂が﹁空に描いた絵﹂

幻の名楽器﹁ストラディヴ

兵庫県公館大会議室で︑
ァリウス﹂十一台を集め︑

える︒しかも︑そこには千年

言われ︑日木文化の首都を称
を越える祇園祭があったり︑

例えば︑京都は千年の古都と

ンティア精神として見られな

て受取るなればそれは︑フロ
くもない︒が︑それでは文化

い︒執念のような継続がある︒

などという浅はかな見方はな

ている︒そこには︑マン︑ネリ

年中行率が底深く受け嗣がれ

文化というものは︑多少マ

街の特質だ︒しかし︑その文

神戸のハイカラ文化は神戸の

文化を熟成させるという一

の個性を伝承する気概を持た

化を市民が誇りを持って︑街
ねば文化は雲消霧散する︒街

徹さなり︑撒直さというべき

迫力のあるパワーとならな

に心をこめて一つ︑一つ創っ

︵Ｙ・Ｙ︶

づくりも︑永続する核を丁寧
ていかねばならない︒

い︒文化が力強いエネルギー

を呼び起すようにならない︒

り︑強烈な個性となって感動

として︑地域の香りとなった

気風がなければ︑文化として

少なくとも継続する︒

ンネリ化と言われ︑面白味が

る︒

として醸成されないことにな

くというのは進取の気象とし

が︒バッハ︑チャイコフ

ベルリン・フィルの演奏

げた︒そしていよいよ︑

ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団の﹁夢の演奏

確かに︑新しいものに飛びつ

もある︒これは困ったことだ︒

ぽい気質があるということで

裏がえして言うと︑飽きっ

されたことがある︒

要な街だ︑ということを指摘

して︑絶えざる新鮮発想が必

神戸の街の特性のひとつと

文化を創るために

花時計

の子供たち力唯束を贈呈

六○ｍｍ而○の﹃

１
石公園内で開雌されます︒

☆平成十年度︑兵庫のまつりｌふ
れあいの祭典︵会長貝原俊民氏︶
は︑十月三日主︶︑四日︵日︶明

Ｏ７９８︵５４︶７０８５

ＴＥＬ・ＥＡＸ

７／８８２７フリーダイヤル０１２
０．２９４０８７環境事業部

事業部ＴＥＬＯ７９８︵５２︶８８１

☆兵庫シルバー企業組合・福祉事
業部︵たすけあい兵庫︶︵環境事業
部代表病田ヨシ子氏︶が︑五月二十
一日より移転開業︒〒６６３．８
００２西宮市一里山町２．２澗祉

した︒

理事長黒田斑一氏︑副理蛎長・事
務局長明石聴瀞氏︑副理郡長小林
章郎氏︑佐藤敏幸氏が軒任されま

前に役員改選を︒会長桑田三舟氏︑

☆兵庫県沓作家協会が五十周年を

した︒

任され︑専務取締役︵統拝狸に松野
英一氏︑術務取締役宴他務・財務経
理部門︶に岡田俊成氏が昇任されま

惣昌氏︶の定時株羊窪挫再で役員が選

０７８︵２４２︶５６９０
☆和田興産㈱︵代表取締役社長和田

トピアホテルで開催されます︒

★神戸ネオトロピカル協会黍笠零代
子会長・藤本ハルミ代表幹事︶の大
夜会が九月十二日の夜︑神戸ポー

ました︒

情報誌の発行を︒〒５４０．８５
１０大阪市中央区城見２．１．風
ツイン型ＭＩＤタワー８Ｆ
ＴＥＬＯ６︵９４１︶Ｏ９４１
ＦＡＸＯ６︵９４７︶５５６５
☆ＮＨＫ神戸放送局の向井輝彦神
戸放送局長は六月十二日をもって
退任され︑小林払迦彦氏が軒任され

〒６５０．００３７神一足叩中央区
明石町釦番地常盤ビル７Ｆ
ＴＥＬＯ７８︵３３１︶８８０２
ＦＡＸＯ７８︵３２５︶３７５３
☆神戸市外国語大学教授・浅井信
雄教授は三月末で退官︒十一年間
在職した神戸を離れられました︒
〒２５３．００３４茅ヶ崎市緑ヶ
浜︑１劃
☆読売テレビ事業部の橘功氏は︑
㈱パナクリエイト︿松下典産グルー
プ﹀の取締役堺業企画部長に着任さ
れ︑イベントホールやギャラリーの
運営︑ケープルテレピの制作放送︑

☆国際峠理雌病教審尋予習研究所︵馬場
茂明理事長﹀が笹転︒

９
８

１

ｅ野生動物への影響

環境ホルモン

(内分泌かく乱物質）①
環境ホルモンとは、動物に女性ホルモン作用

社がＤＤＴやデイ
ルドリン等をたれ
流し、ワニのペニ

スが1/2〜1/4にな
った。

②

を起こす女性ホルモン類似物質を始めとし、農

⑤日本の沿岸94ケ

薬のＤＤＴ、ＢＨＣ、等、生体内に蓄積されや

所に於いて、船底

すい物質や、ダイオキシン、鉛、カドミウム、錫、

塗料のトリブチル錫が原因で貝類のイポニシ

水銀等微量で動植物の生体に影響を与える物質、

のメスにペニスが出来ていた。

即ち内分泌かく乱物質の総称である。

⑥日本に於いて、洗剤のノニルフェノールに

これらの物質については、1962年に米国のレ

より、オスのコイの35％の精巣が小さくなっ

イチェル・カーソン女史の『沈黙の春』の出版によ

ていた。

って警告され、残留性農薬の使用禁止につなが

⑦米国の五大湖で、ＤＤＴやＰＣＢの影響

った。1996年に米国の女性科学者シア・コルボ

と考えられるカモメの子育ての異常行動が

ーン等により『奪われし未来』が出版され内分泌

おこった。

かく乱物質として大きくとり上げられる様にな

⑧米国に於いて、農薬が原因と考えられる

った。現在問題となっている、野生動物への影

カエルの足の多足、小足等の異常がおこっ

響の考えられる原因物質は次のとおりである。

①1985年英国に於いて、避妊薬のエチニール
エストラジオールを含む汚水により、コイ科の
川魚に雌雄同体の魚が大量に発見された。
②1986年英国に於いて、界面活性剤のノニル

フェノールにより、オスの精巣が小さくなり
メス化が進んだ。

③1991年米国のコルポーン博士により、魚や
ワニの生殖異常の警告。
g
H
ｇ

て、タワーケミカル

④1995年米国フロリダ州のアポプカ湖に於い

ている。

⑨オランダで、ＰＣＢが原因と考えられる
アザラシの生殖能力や免疫機能の低下が報
告されている。（つづく）
(神戸うk学医学部医１１１物学教室非常勤洲師田中正郎サンヨー現境㈱社長）
一

彦'ｻﾝﾖｰ環境株式会社
〒652‑0833神戸市兵庫区島上町２−１−２７リツツ島上
ＴＥＬ（078)672‑0330(代表）

〈環境をより良く、快適に〉術生笹理はお任せ下さい。
ネズミ・ゴキブリ・シロアリ・あらゆる害虫の駆除
樹木の害虫・カビの防除・貯水棚の消掃
食品・]環境の微生物検査（食中滋対?IZは、万全ですか？

コウベファッションソサエティ
事務局／神戸市中央区下山手通３−１−１８
ツインズトアビル４Ｆ月刊神戸っ子内

ＲＳ､溌誘薯撫率

TELO78‑331‑2246

５月フアツシヨンー般公開講座『'98〜'99ＡＵＴＵＭＮ＆ＷＩＮＴＥＲパリコレからの報告リ
なるスタイルです。形が小さいという事

れたファッショ

ではなく、装飾を削ぎ落としたという意

ンー股公開講座

味合いが強く含まれ表現されています。

は、昨年にも

２．エレガンスクチュールパリスタイル

大好評を博し

パリクチュールは立体的でコンシャスな

た高野多美先

服になってはいますが、やはり新しい流

生を再びお迎
えしました。
たくさんのスラ

イドを交えてコ

レクションの雰
囲気を味わい

一

なだらかでウェストも解放されており、
パンツではゆとりをもたせたスタイルで

服作りをしています。
３．アバンギャルドパリスタイル

コムデギャルソンが旗頭として有名です

性質の共存)が現在のパリコレのどのス

が、まさに革新的な造形服が表現されて

タイルにおいても感じ取れる注目すべき

ながら、先生

います｡既製概念にとらわれることなく、

テーマになっています。

が実際に見て

斬新な発想で服作りが行われています。

●高野先生のトレンドチェック１

職

こられたパリコ

今までの決められた型にははまらず形容

カラーは春から引き続きグレーが人気で

レの様子や現在

のしがたいスタイルも出てきています

す。素材はニットや毛皮。ニットでも編

のファッション

が、その中にも美しさを兼ね備えた仕上

み目の粗いものや毛皮も部分使いのウェ

動向について

がりになっています。

アが注目されています。アイテムはやは

熱く語ってい

、全体を通してのこの秋冬の傾向

り秋冬定番のコートです。あくまでも軽

ただきました。

季節感に関係なくソフトネス＆ライトネ

く、スタイルも自然で軽やかな仕立ての

スが主流となっています。そして保守的

ものが注目です。

●３つのパリコレスタイル

ュ，コンテンポラリーパリスタイル

100

れを取り入れてきており、肩のラインも

︵大丸神戸店ファッションコーディネーター︶

亀

５月８日に行わ

講師恥高野多美先生

ロ

であったパリの人々もあらゆる個性を取

この言葉が意味するものはニュージェネ

り入れるようになってきており、素材に

レーションのデザイナーによるシンプル

おいてもスタイリングにおいても対照的

かつモダンなスタイルです｡｢ミニマル」

な個性をどう取り入れて１つの洋服にす

という単語で表されますが、これは９０

るかがポイントになっています。つまり

年代初めに流行したミニマリズムとは異

アンピバレンス(ambivalence＝相反する

■７月マンスリーのご案内団

「ＫＦＳ総会」
日時：７月10日(金)18時〜
場所：ホテルゴーフルリッツ
１５Fアンダルシア

神戸市中央区港島中町６−１
ＴＥＬ(078)303‑5555
会費：6,000円

100

☆'９８KOBECCOCLUBNEWS
愛読者のためのコミュニケーションサロン

神戸っ子倶楽部INFORMATlON

￨神戸うまいもA天国｣発売記念プﾚゼﾝﾄ
ＫＯ自冨ＵＮＡ１ＭｏＮｒ■ＤＪｑＯＸＵ
Ｑ極桝守○■同

一ﾛ心諺堅･可

抽選で、名様に〃

慧
議

月刊神戸っ子が、これまでの食の情報を結集

して創った自信作。神戸の老舗、有名店を120店
掲載。

見宿諏舛コチ毎日画通ｂ参で甫宣L宣す

本当に美味しいものが食べたいあなたに必携の
一冊です。

画お申し込み
〒650‑0
0011神戸市中央区下山手通3‑1‑18
011キ
ツ イ ン ズ ト ア ビル４Ｆ

(有)月刊神戸 っ子「神戸うミ
｢神戸うまてん」プレゼント係
住所・氏名・ 年齢・電話番§
電話番号を明記の上、官製ハ
７ 月３１日消印有効）
ガキにてお申 し込み下さい。 (
ＴＥＬＯ７８"331.２２４６FAX､078３
３
１ 2795総ページ132ｵｰﾙカラー￥500

月刊神戸っ子刊

神戸っ子通信
ｅ神戸文化復興基金

の奨学金貸与を行う「あしなが育英会Ｉへ寄付

座︑

される。募金は郵便振替で受け付 け て い る 。 口

『あしなが育英会漣災辿児ロ

鍵蕊
神戸を愛する人たちのカルチャークラブ「神
戸っ子倶楽部｣。あなたもご入会になって豊か

な神戸っ子ライフをお楽しみになりませんか。
会員の方は有効期限をお確かめのうえ、継統
会員として年会費をお納めください。
口入会申し込み・お問い合わせは…
〒65o神戸市中央区下山手通３丁目１．‐判８ツインズ

トアビル４Ｆ有限会社月刊神戸っ子まで
ＴＥＬ：Ｏ７８−３３１−２２４６ＦＡＸ：０７８−３３１−２７９５
1
０
１

鍵災で被災した芸術関係者へ
で被災した芸術関係者への支援や､芙術、
音楽などの創適発我活鋤､の、
どの創適発我活鋤､の助成、また工蛎現
喝での壁画の作成や輪震災麗濁
壁画の作成や輪震災麗録作品の制作発装
活動への支援などを行う「アー
の支援などを行う「アート・エイド・神
戸！の活動を支える基金倭倶
活動を支える基金鯵員混＝伊勢田史郎
を次の同座で受け付けて&・
次の同座で受け付けている．○さくら銀
行 栄 町F
支支
店店
神神
戸戸
文文
化化
復復
興興
ヨ韮 金 祷 逝 預 金
3615811間い合わせは本務周
１間い合わせは本務局・海文堂ギャラ

００１００．１．

252

⑨異人館修復支扱へ基金
大震災で按害を受けた神戸・北野の異人館修
復など、神戸の顔として魅力を伝え続けて色た
街を住民自身の手で守るため、地元の「jIul5F・
山本地区をまもり、そだてる会」が支援金を募
って;,､る。罪金は郵便握替で受け付けている。

口座「北野・山本地区をまもり、そだてる会」
01160.1.60707問い合わせは同会会長浅木
さん方、Ｌ：078‑212‑.6289へ

、神戸復興支援義扱袋

り＝T冠Ｌ:078‑331‐‑2467へ

神)‑r商工全滅所ＷＥＬＯＶＥＫＯＢＥ元気復
興委員会などの後援で、神戸有名店メーカーの
旨協力を仰ぎ、復興支媛のため神戸の銘品をパ

ｅあしなが弓虫生募金
,しなが学生募金
武災過児らの進学を支援す.覇
災過児らの進学を支扱す･る同学生葬金。梨

賊め合わせは3,000円・5.000円・１０，０００円の
3種頬。問い合わせは那務局・月刊神戸っ子

まった募金は全額、災啓、蜘受
た募金は全額、災啓、蜘気、摘気遺児らへ

ＴＥＬ:０７８−３３１−２２J6へ

ックにした装扱袋彩今圃舞地で販光している。

ルポルタージュ神戸⑮
■神戸の工房をめぐる︿その９﹀

ベーコン・八ム・ソⅡＩセージと

ドイツ菓子の職人たち

1０２

く上＞轄製の調味液に滴け
込み、自然に熟成させる
く下＞貯蔵庫を案内してく
れる有本さん（右）と笠者

福元早夫︿作家﹀撮影／池田年夫
☆本物の味が生きる亨ル十食品﹄
トアロードの長い坂道をのぼりつめていくと︑
んがある︒そこが﹁マル十﹂である︒神戸の名所で

北野小学校︵北野工房のまち︶のまむかいに肉屋さ

ソーセージやベーコンを作りつづけて︑五十年以

ある異人館街への通り道である︒自家製のハムや
上になるという風格のある店である︒

﹁創業した年代は記録に残っていませんが︑祖父

の代からですから大正十二年ごろには公設の市場
に店を出していたようです﹂
遠くからでもすぐわかる店栂え

＃

幼い子どものころから︑この工房は有本さんの

三時間ばかりのほかは︑夜の七時までこの工房で
﹁神戸の食の文化とマル十の伝統を維持していく

ハムやソーセージ作りに専念している．

さんの骨太い手で加工されたハムの材料が地下に

マイナス一度に設定された冷凍室内には︑有本

ぐらいで作ってしまいます﹂

ねり物ですから日もちがしないので早目に三日間

らい熟成しますから味は本物です︒ソーセージは

﹁ハムは短いので二十日︑長いので約四十日間く

と有本さんはよく似合う笑顔でいう．

要とするんですよ﹂

ためには︑充実した気力とたくましい精神力を必

あった︒だからこの道は︑天職としてごく自然に
﹁ベーコンは豚のわき腹の肉を塩漬けにしたあと

い脂肪層が︑くん製によって独得の香りと風味を

洗ってくん製にしたものですが︑豚肉のやわらか

工房のなかはちょっとした工場のような雰囲気

だすように心がけています﹂

がある．力仕事が多いから︑体力を必要とする︒
腸詰めづくりの手を忙しくうごかしながら笑顔を

出番を待っていた．

眠っていた︒吊されたソーセージが︑世の中への

１

れ懸い会マいい本りでか

肩幅のがっちりとした有本さんは︑ソーセージの

﹁仕事は単純で単調なんです︒根気がいるんです

絶やさない ︒

に商品に対するこだわり、愛情がのぞくと

できあがったハムは丁寧にくるんで保存されている。有本さんの目《二

が命でにルヨいつさま全らで

よ︒それが苦労でしょうかね﹂

蕊

〕

﹁よろこびは︑マル十のベーコンやハムやソーセ
ージが︑いちばんおいしい︑といってくださるお
客さんの声をきくことですね︒宅配していますか

１

朝は八時半には神戸市内のホテルやレストラン
に配達にでかける︒配達にでかける早朝と午後の

訂副課睡雪﹃罫副﹃副ｒ卜：﹄

１
０
３

蕊蕊
１

受け入れることができたという︒

遊び場であり︑世の中や仕事を学ぶ生きた教室で

ﾛ

﹃フロインドリーブ﹄

☆甘い香りが漂うドイツ菓子

ジャーマン・ホーム・ベーカリー﹃フロインド
リーブ﹂の製菓工場は︑須磨区外浜町四丁目の海
からすこし東へいった所である︒ここで工場長を

岸沿いにあった︒かつての淡路島フェリーの乗場
つとめる芝次郎さんは︑この道三十年の洋菓子づ
くりのベテランである︒

﹁十八歳のとき︑和歌山から西宮の従兄のところ

へやってきたのが︑この道を歩くきっかけをつく
りました﹂

パン屋をやっていた従兄の仕事を手伝っている
うちに︑芝さんはパン作りにまず興味を持つよう
﹁パンは生きものですからね．これが基本ですか

手

隷岸＝需警

,､画■守り

鴎ｆ

癖︾
６１

刀毎起

ん
・長尾さん･芝さん・奥村さん･富永さん１０４
＜下＞芝さん（右）に話を聞く筆者

工場のｽﾀｯﾌ〈上>左から順に､左海さ

識一担噸央区中山手通１．奥が深いですね．生地づくりと焼き加減が生

肺

になったのだという︒

洋菓子ひと筋にやってきました﹂

ら︑難しいですよ︒それを三年間やって︑あとは

お客さんに笑顔でサービスするフロインドリーブのへラさん

朝は五時半から仕事にかかっている．工房内は

０ １

霊

穂呼鋸篭鵬

甘い香りがただよっている︒

一 １ Ｕ ， 一

いく︒手際がよい︒見ていてこちらもいい気持に

若い職人さんたちがてきぱきと仕事をこなして

﹁おいしさの秘けつは︑職人の仕事に対する愛情

して仕上げている．

食べるクッキーのことである︒バターやナッツを

テーゲベックとは紅茶やコーヒーを飲みながら

ダー︒その三種類の生地をベースに︑季節のフル

イ︒デニッシュ生地とパイ生地を合わせたプルン

なパウンドヶーキやさつくりと歯ざわりのいいパ

ゲベックとは焼き菓子のことである︒まるやか

ミカルに手仕事がはこばれていく︒

なってくる︒工房内は軽音楽が流れている︒リズ

ふんだんにねりこんで︑型で抜いたり︑ジャムで

芝さんは笑顔できっぱりという．

と︑長い歳月をつみかさねた技術ですよ﹂

飾って焼きあげる︒素材はとくに厳選してつかい︑

﹁工場長は焼き菓子づくりに長い年月といろいろ

ーツやナッツを加えている︒

な経験をもっているので︑先生というよりやさし

生クリームやヌガーをはさんで︑チョコレートで
フロインドリーブの自信作である︒

ていねいにデコレーション仕上げにする︒これが

い先輩といった感じです﹂

といった︒

﹁寡黙で職人そのものといった人ですね﹂

と富永さんは芝さんのことをいい︑左海さんは︑

﹁いまの若い人はまじめでよく働きますよ．目的

をもっているようですから遊ばないですね︒この
仕事は頭でなく︑体で覚えていくものですから︑

蛮F、ー．‐

■ ニ ー ー

蓮郵塵参，

目云

今宮

チ
を

型るのがわかった︒

ク

恥ン・ホーム・ベーカリー・
琴Ｈ・フロィンドリーブを根
癌底からしっかりと支えてい

︾のいい雰囲気が︑ジャーマ

鐸関係がつくられていた︒こ

病この工房は心豊かな人間

つ

とのことを語った︒

も

雪しくつづけながら︑芝さん

さと長尾さんは手仕事を忙

﹁よけいなことはいいませんが︑仕事に関しては

一人立ちするのに四年から五年かかります︒体力

ｂ

と気力がものをいいますから︑自分とのたたかい

芝典
塁

しっかりと教えてくれます﹂

cＤｌｌ

ですよ﹂

ご﹃｜︲
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一再︲ｊｐｍ

きだ
焼業
の作
品る
商れ

１

剰〆説．︑

鴎遷製一︒厩屋

１
０
５
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連載ｌ女系四代記ｌ

鯛鰻．溺廻嬢へり暴惇︑ノ
うどのようこ︵エッセイスト︶

あえて実名でご登場願うが︑惜しくも故人とな

この方も粋人であった︒

私人としても︑幅広く愛された器の大きな方であ

礼節を重んじ大事にされるので︑経済人としても

事業界にあっては︑常に前向きで年長者には特に

︷第六回﹈﹁花隈﹂を愛する粋人たち︵三

られ︑今頃は〃アチラ〃で存分にご活躍の御事と

﹁ョウコ︑覚えとけ︒男はこの二点だけは注意し

った︒

なかったらアカン︒それは１にハンカチ．麻の極

まったくこの方︑倉庫界の雄︑森本倉庫株式

推察する︒

会社の森本 禎 二 社 長 は ︑ 非 常 に 闇 達 な 方 で あ っ

上の真っ白いハンカチを常に二枚以上持つ︒その

れてしまった︶これは男として最低限度の心得や﹂

はアカン︒極上の○○紙や犬残念ながら名前は忘

２は紙や．ティッシュペーパーなんて︑あんな物

な経済人であった︒

ヤンチャ

学生時代から武勇に秀でた方で︑ヨットマンで

て

もあった︒

いつも﹁オイ！ョウコ！﹂︒呼ばれているのか︑

いいものはぴったり身に合うからという本物

あって︑靴を一度に数足まとめて求められていた︒

そう云えば森本社長はフェラガモの愛用者でも

東京にこられては︑赤坂東急ホテル三階の﹁花

叱られているのか︑他人には区別できにくい︒

くま﹂で︑地階の﹁ハーバーライトクラブ﹂両店で︑

﹁ヨウコ︑上質の極上ものは無理してでも買え〃﹂

哲学︒

このご活躍とは︑石原裕次郎ばりの恥ずかしが

アチコチまき散らしながら︑おおいに神戸経済界

この森本社長の哲学をダイヤの粉っぶのように︑

いつもご活躍？である︒

される︒︵私は必死で逃げ回るので周囲の人はそれ

﹁負けたらアカン﹂式の森本社長の元気印は︑学

に貢献活躍されてきたのである︒

りや︑ヤンチャさんで面白がって私を追いかけ回
を見て︑いつも笑いころげていたのであるが⁝︶
酒豪である︒決して崩れず乱れず愉快酒である︒

Ｉ

生時代にお父上をなくされたこ

ともあって︑早くから社長に就
任され﹁職務の重責﹂と学生時代
の途中で切られた﹁青春﹂との合
であったかもしれない︒

体が︑ヤンチャとしての裏返し
﹁芸者︑呼んどいて︑今夜行く
から︒大事な客や﹂

﹁年寄りは大事にせなアカン﹂が

口癖で︑若いキレイな芸者はも
ちろん﹁ババアも呼んどいて﹂と︑

いたのが懐かしい︒松辿家初代
の鵜殿しづを筆頭に︑年配の芸
者衆﹁長駒﹂﹁歌栄﹂﹁千代栄﹂さん

I
自
自
ク

翻溌雛ロ
熱

壁．'１＝そミ

菖蒲

らを特にごひいきにしてくださ

■

一
一
一

昭和４３年ごろの御座敷風景

必ず年長の芸者全員を呼ばれて

鈴乃(現ラウンジ内田のママ)、松廼家二代目礼栄、力､の子、千代竜、孝千代、鈴女

写 真左から、 鈴也

蕊種
1０７

謹蕊蕊蕊蕊蕊嘉扇蕊#手鞠患謹鍾詞iI蕊警鐘鐘溺
！
皇宮苧鐸議稀

詞 三 一 一 1 些 包 1

Ｉ

Ｉ

？になっていたのが︑は
いつものことである︒

﹁ョ−コ︑オイ﹂

１

う︒松田聖子的時代だものネ︒﹁愛﹂と﹁忍耐坐の一一

可愛い女
﹁ハョ︑行こ︒ハョ︑歩け！﹂

﹁ハ〃イ﹂

彼女たちは﹁私たちの若い恋人﹂と公言し︑肝心

しばらくすると振り返って
なんじや︑それッ︒

﹁オイ︑孫悟空！﹂

﹁オイ︑トンカッ！﹂

エッ！それ豚カツのこと！私は人間である．拠蕪

﹁オイ︑そんなに早く歩くな！トンカッ﹂

ニヤッと不敵な面構え︒ウヌッ．許せヌ︑許せ

として他人のブリをしながら離れがちになる私︒

これである︒かなわんのはきっと奥様であった

ヌ︒山口亘思似の私をつかまえて．でも︑いいャ︑

﹁かまへん︑かまへん︑嫁はん起きとるから︒家

ろう．毎度のことなので︑すっかり観念されてら

帰還を切に願う私である．

トンカッともう一度畷はれたい︒アチラから即ご

口

釘

､

１

清元

にすっかりハマリ込んでおら

嬢であるのに︑なんと︑会社のご重役︑幹部の方

ギョッ︒国立劇場の受付に立つのは普通モギリ

参上．

国立劇場にご出演ということで︑母とさっそく

れた︒

自分の趣味

の加賀美勝社長は︑仕事もモーレッであるが︑ご

長で︑一代で財を築かれたガンバリヤである．そ

この方も亡くなったが︑新菱冷熱株式会社の社

東の衷尿の方でも面白い豪傑さんがいる︒

スミマセンー﹂とおっしゃる︒

でみなで一杯飲もう﹂

ェ！社長︑もう夜中の二時ですよ︒

のぞかれ︑それから﹁家に行こう﹂となる︒ゲー

宴が終われば終わったで︑芸妓の関連のバーを

ら︑ありがたい貴重なボーイフレンドであった︒

の接待よりも食事をご馳走になったりしていたか

たで見ていてほほえましかった︒

色になって

みな︑森本さんの名前を聞くだけで︑心が青春

字︒云うは易し行うは難しである︒

１
った︒花隈最年長の長駒さんは︑なんと帥才代の

０
８

現役芸者であった︒

写真左が長駒さん(1969年）

れるのか︑お会いするたびににっこりと﹁いつも
﹁デキタ嫁や！﹂と照れながらほめておられた︒

今の若いお嫁さんには望んでもできないだろ

画ユ
可

星

一一

︾

一

ロキであった︒

が︑デンと一列に並ぶそのさまは︑さすがにオド
だから︑こちらも聞くのも一生懸命︑スタンプど
演目終了︒アーア︑ホント︑疲れた︒その実︑

おりに拍手をすることにも必死であった︒

﹁本日は社長のためにわざわざ﹂と丁寧におつし
なにやら愉快で痛快である︒

仕事も遊びもケタはずれの大きさ︒小さなこと

やってくださる︒

ひと抱えもあるおみやげ？の品々がぎっしりつ

ろは多かった︒

にこだわらない．そんな懐の大きい社長がそのこ

幕が開き︑社長のアカラ顔が緊張でニラミダル

まった紙袋と演目の清元の歌本が一冊入っている︒

もっと︑のんびりゆっくり遊ぶ術を今の人も実
行していこうよ︒人生一度キリだもの︒お金や規

マのようである︒

手元の歌本をひらく︒アレッ︑アレレレ︒歌詞

て良い文化をつくっていきたいもの︒

季節の花のしつらえに余念がない晩年の松廼家初代しづ

制にとらわれないで︑人と人︑心と心︑ふれあっ

、

の間に大きくマルのスタンプ︑それも赤いスタン

霧

プ印︒そのなかにくっきりと﹁拍手﹂の二字が目に

墨区

国岐
1０９

遊び文化をもっと大事にしたいネ．

為

因、匙

飛び込んできた．

中央が清元の会に出演中の加賀美社長

その拍手の数︑かぞえたら二○ほどあった︒

− − ＝ ＝

