石阪さんは自分の作品を評し
邦﹂

そのものではない︒だから

と︒なるほど︑確かに石

れる心がつくり出したものなん

もあるのでしょうね︒石阪さん

い神戸という街が生んだもので

絵は ﹁ぽんものの異邦﹂ ではな

こそそこに不思議な魅力を感じ

阪さんの描く国籍不明の美女を

の祖先が神戸に住み着いて百年

てこんなふうにおっしゃってい

じっと眺めていると︑なぜか海

以上︒もし神戸に住んでいなか
ったら︑こんな美女が描かれる

るのです︒そしてそれは神戸の

を感じます︒潮騒が彼女の背中

ことはなかったでしょう︒

街も然り︒つまり︑石阪さんの

から聞こえてくるようです︒彼

有限さんとは長い付き合いで

んです︒女は︑僕の海外への憧

女は︑海の向こうから神戸にや

すし︑石阪芸術と神戸について

ます︒﹁この絵は心象的風景な

石阪さんの絵は︑日本人が見
って来た︒しかし︑この土地に

語ることは山ほどあります︒こ

あって︑決して ﹁ぽんものの異

で

石阪さんの絵の世界は︑私た

を展開したいものですね︒

ぜひ︑また改めて ﹁石阪春生論﹂

をにごしたくはありませんよ余寒︒

です︒この前も素敵な靴下をは

スマートですからお似合いなの

みたり︑そんなスタイルがまた︑

ことパリに住んでいた主人はと

気が合うのですよ︒仕事で長い

いておられました︒﹁靴下ダン

てに神経が通っておられて︑黒

さんは身につけているものすべ

ョン談議をしていました︒石阪

てらしてますね︒特に ﹁クック

すが︑石阪さんと竹中さんは似

竹中郁さんと伸が良かったので

父は石阪さんの叔父にあたる

(笑)︒

のシャツを粋に着こなされたり︑

ック⁝﹂

という笑い方がそっく

ミッソー二のマフラーをされて

ディー﹂ ですね

てもオシャレ︒石阪さんもオシ
ャレですから︑二人でファッシ

石阪さんと私の主人はとても

ちが憧れる ﹁異邦的なもの﹂

です﹂

るとヨーロッパ的に見えますが︑

心を開いているわけではない︒

んな短いインタビューで︑お茶

ださいましたね︒

て︑人脈の面でも力になってく

れました︒石阪さんは顔も広く

さんと主人が何度も交渉してく

術館をより良 く す る た め に 石 阪

大きな力とな っ て い た だ き ︑ 美

いう話が出たとき︑石阪さんに

のある方です︒父の美術館をと

して男性的︒とっても頼りがい

石阪さんは︑芯が通っていら

という感じで し ょ う か ︒

う︒油絵の具で描いた日本画︑

法も洋画のも の と は ち ょ っ と 違

画を思わせます︒細やかな線画

のです︒抑え気味の色彩は水墨

西洋人にすれば東洋的に見える
なイメージでしょうか︒

新井満さん
異人館に住む孤独な美女⁝そん

作家
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形を見に行ったある日︑お人形

父が石阪さんのアトリエにお人

もかわいがっていたようです︒

り (笑)︒そんな石阪さんを父

ですから父の教え子たちにも大

がまとまっていて発想も豊か︒

石阪さんは知識も豊富で考え方

ずの人も少なくありませんが︑

変好かれているばかりか︑私の

友人にもファンが多いですよ︒

を連れて帰ってきたときは驚き
(笑)︒そして石阪さ

ましたが

碁メンバーを加えて︑月に一度

もちろん︑私もファンです(笑)︒

をやっている私を紹介したので

んは常識人︒芸術家は世間知ら

石阪さんと知り合ったのは︑

は四人で︑そのあと食事に一人

囲碁を打つように︒今では囲碁
加わるというメンバーです︒三

が最初だと記憶しています︒第
一印象はいかにも芸術家という

宮の碁会所で囲碁を打ち︑その

す︒確か展覧会でお会いしたの

石阪さんの中学の先輩でしてね︑

感じで︑作家の五木寛之さんと

あと夕食に出かける︒そんなこ

一先生の紹介です︒小倉先生は

石阪さんが囲 碁 が 好 き と い う も

とを続けてもう的年になりま
すか︒考えれば長く続いていま

クリニックという高齢者医療に

んの診察後にゴールデンエイジ

詳しいですよね

そしてとっても博学︒雑学にも

でとてもいい刺激になります︒

ンルのお仕事で︑話をするだけ

談することになり︑せっかくだ

そのあとに石阪さんを交えて懇

も速く︑今も進化しています︒

強家ですので︑上達のスピード

めが勝って活発です︒しかも勉

石阪さんの囲碁は積極的︑攻

これからも毎月碁盤を囲み︑楽

から囲碁を︑ではついでに食事

1996年に小倉先生が亡

しみを共有していきたいですね︒

を⁝となっていった訳です︒

(笑)︒

に一度開催していたのですが︑

石阪さんは私と全く違うジャ

が大変気に入りまして︑それで

したね︒石阪さんの絵を私の父

関西総合i)ハビノデーション

石板春生の囲碁仲間

専門学校長

島田桂吉さん

嘉納邦子さん

関するセミナーのような会を月

私は小倉先生と︑高齢患者さ

すね︒

似通った雰囲気があると思いま

神戸大学名誉教授

■

お会いする機会も増えました︒

のだから︑小学校の頃から囲碁

海岸病院の院長をしていた小倉

石阪春生の師、
小磯良平の次女

くなられたあとは︑もう一人囲
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芸に連れられ何処へ行くのか⁝自分でも分からない︒

石板呑生
1ぺ-ジを参照
※プロフィールは1

画家

神戸市立小磯記念美術館館長

匠囚

私たちを魅了してやまない右
腹審生の芸術世界は、いずこ

から湧き出でてくるもの砧の

だろうか。石阪吾生民本人と、

このたびの「石服毒生展」がおこなわれる神戸市立小
磯記念美術館館長の西村規輝夫氏!こ、膝を交えながら

美や芸術、そして展覧会についてお話しいただいた。

感謝
今回の石阪春生展について︑

画家冥利に尽きる展覧会開催に

話的な表象。繊純なタッチ。

石板春夫

画家

石阪先生と当美術館は発
小磯良平画伯に師事されていた
こともあり︑開館に際しては多
大なご尺︑力をいただきました︒

「人形と桜になった裕子(女のいる風景)

」

1999年

神戸市立小櫻話念美術館蔵

足以来︑深い関わりがあります︒

西村

西村館長からご紹介ください︒

-

西村規矩夫

(日)

1点の

石
(土)

に開催する

ぼくにとっては︑この上

石阪先生は︑戦後の思想

を受ける時代に画家として歩ん

や芸術のスタイルが欧米の影響

西村

援とご理解に感謝です︒

はじめ︑みなさんの熱心なご支

ありませんよ︒西村館長さんを

れほど画家冥利に尽きることは

きているうちにですからね︒こ

開催していただける︑しかも生

だきました︒そして今展覧会を

ご遺族のお手伝いをさせていた

念美術館をつくるにあたっては︑

なく嬉しい出来事です︒小磯記

石阪

はいかがですか︒

の展覧会ですが︑今のお気持ち

I師の名前を冠した美術館で

はこびとなりました︒

˜1月30日

75点を展示し ﹁受贈記念
阪春生展﹂ を5月20日

に︑代表作の25点を加え︑全

思っております︒それらの作品

寄贈をいただき非常にうれしく

素描4点︑コラージュ1

また︑昨年は︑油彩画35点︑

だからアートはおもしろい

対談
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︒

神戸市立小磯記念美術館館長
三ミニ̲
・主事」十・、・

西村規矩夫

重畳園四
ト当︑

でこられました︒刺激として自

います︒その軌跡が︑神戸にお

スタイルを創ってこられたと思

I石阪先生の抽象画との出会

いる風景﹂

絵に情念を緯ませたのか﹁女の

した︒

ける芸術家の代表的な生き方に
いは˜

分自身の中に取り入れ︑独自の

なっています︒この度︑終戦後

﹁新制作﹂

1955年ごろ︑非常に

という展覧会グループにあこが

都会的に洗練された

れ︑出展しようとしたのですが︑

石阪

とは︑一人の芸術家の軌跡を辿

10年から現在に至るまでの作
品をまとめて寄贈いただいたこ

れるチャンスをいただいたと思

小磯先生に ﹁形ある絵は︑他の

古ぼけた具象ではなく︑現代的

なものを秘めています︒決して

いながら︑その背後には象徴的

ずっと︑形象性がはっきりして

重な趣きのある作品に至るまで

西村

です︒

それが︑ぼくと抽象画の出会い

いつきで抽象画を描いたんです︒

新制作に出したいばかりに︑思

いただきました︒そこでぼくは︑

会に出しなさい﹂とアドバイス

っています︒

な意味が見る人に伝わります︒

1956年に東京で ﹁アンフォ

抽象画が主流をしめていました︒

石阪先生の作品は︑現在の荘

そういった意味で︑大衆にも非

当時は欧米からの影響で

常に受け入れられています︒

ルメル﹂という展覧会が開かれ
ぼくは︑抽象画から始め︑

石阪

言われるような時代でした︒

ましたが︑すごい衝撃でしたね︒

抽象画でなくては絵ではないと
テーマに女を選ぶのは非常に難

40歳から女のいる風景を副題
として描くようになりました︒

に陥りやすいが︑とっかかりと

石阪

たのですか︒

のいる風景﹂を描くようになっ

﹁女

しては通俗も必要︒だから︑ぎ

す仕事ですから︑続けていこう

その後︑どんな縫絹で

りぎりのエッジで止める必要が

と思っていましたが︑人間の情

-

あります︒それには︑30代で

念のようなものも描きたいと思

しいものです︒ともすれば通俗

いろいろな方法論でやってきた

抽象画は感性を研ぎ澄ま

抽象的な試みを栄養にしてきま
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学院女子大学教授、群馬県立近代

1931年群馬県前橋市生まれ。宮城

美術館副館長、関西大学教授などを

経て、2002年に初めての美術史学

者の館長として神戸市立小磯諦念
美術館館長に就任。関西大学名誉

教授。専門はドイツ・ルネッサンス美術。
(4月30日をもって退官となります)

い始めたんです︒感性だけでは

さもいる︒本能的に危険だと思

空転する︒感 性 に は あ る 種 の 若
ったのと同時 に ︑ 絵 の 中 に 情 念

や文学的なものがあってもいい

んじゃないかと︒それを女とい

うテーマに絡 ま せ た わ け で す ︒
古来から女の絵はありますが︑
ぼくはそれでは物足りず︑抽象

神戸市立小磯記念美術館蔵
1968年
」
「二人としたく女のいる風景)

中でした︒

的構成を絡ませるために無我夢
言い換えればコラージュに移っ

から次第に︑コンポジション︑

を新しいジャンルとして選ばれ︑

す︒70年から︑﹁女のいる風景﹂

のが伏線として現れてきていま

ねたものではなく︑情念的なも

ます︒その変化が決して飛び跳

次第に形象が取り入れられてい

時期は本当に純粋抽象ですね︒

気恥ずかしいですが︑意識的な

石阪

面が出てるわけですね︒

西村

います︒

ど︑見た目が変わってきたと思

自身の方法論は変えてないけれ

形象でやろうとしました︒ぼく

念の中では主流ですが︑それを

ていったんです︒抽象絵画の理

主題として追求されています︒

部分と情念の部分が︑ぼくの精

石阪先生の作品は初めの

そこで私は時々疑問に思うので

西村

すが︑先生の作品の表題にはよ

神構造の主流じゃないかな︒

石阪先生の作品が神戸の街

と血の産物

袖声の街にマッチする絵は風土

知性と言っていただくと

知性の神様・アポロ的な

く翼という言葉が使われていま

すが︑何か託された思いがある
ぼくは翼という言葉が好

のですか˜

石阪

-

に受け入れられる理由はどこに

きで︑漢字も好きなんですよ︒
羽のディテールは古来からよく

都会的で洗練された感覚
が神戸の街に合うんでしょうね︒

西村

あると思いますか︒

という作品

︑気になりますか︒
﹁翼の城Ⅱ﹂

か好きで⁝

描かれていますが︑ぼくは何だ
西村

すね︒私は気になっていたので

洋装の女性も神戸のイメージで
すが︑この洋服は絵の上で考え

では︑画面の上に激しい女性が

石阪先生にしては珍しく情念的

られるのですか︒

空を飛んでいる描写があるので︑

なものが強く出ているなあと思

ってきてもらいます︒綿の安い

ああいう服をモデルに買

っていました︒

石阪

あれには賛否両論ありま

服ですよ︒私はレースの服が好

石版

したね︒当時は情念をぶつける

(笑)︒レー

きとか︑宝塚歌劇ファンという

わけでもないです

ことだけで無我夢中でした︒

その後︑シュールリアリズム
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にあるのはデコラティーブだけ︒

絵掃きにとってはありがたいデ
ィテールというだけです︒ぼく

スは画面を引き締めてくれる︑

連れられていく︒芸を連れてい

いくと次が生まれてくる︒芸に

意識とか方法ではなく︑描いて

自分の絵は︑ぼくなりに変わっ

です︒それが︑芸の尊いところ︒

てきたと思っています︒それは

その原点はコンポジションです︒

装飾性の中にある女の服の形︒
先生ご自身は︑神戸にマッ

くなんて失礼なもんじゃないん

-

自分が何処へ行くかは︑自分が

すが︑ぼくが意識的に作ったわ

石阪

しては︑先生の絵画の技術が深

てきたわけですよね︒見る側と

の時の自然な気持ちで対応され

西村

か︒

チするのは何故だと思われます

けではなく︑揃いたらできただ

石阪先生は︑その時︑そ

一番分からないからおもしろい︒

けです︒先租から150年間︑

まるにつれて︑色彩というもの

神戸らしい絵と言われま

体に染み込んでいる土壌風土で

の象徴的効果が増えてきたと思

最後に今回の展覧会の見ど
ころを教えてください︒

-

います︒

しょうね︒風土は不思議なもの︒

大阪の作家の絵はコテっと重い
している訳ではないんです︒い

西村

感じがしますが︑意識してそう
ずれも︑風土と血の産物でしょ

る方には ﹁こんなふうにスタイ

年代順に並べます︒観てくださ

そうですね︒アートは自

人の芸術家の関心がこう変化し

ルが変化してきたんだ﹂とか﹁一

作品はできるだけ正確に

ートはすぼらしい︒

うね︒意識外の世界︒だからア

分の感覚から生まれてくるもの

てきたんだ﹂とか︑精神的︑技

西村
です︒

たらいいなと思います︒

術的な変遷を楽しんでいただけ
一人の画家の変遷を楽しんで観

(神戸市立小磯記念美術館にて)

うれしいです︒

くさんの人に来ていただけたら

ぼくはただ︑一人でもた
石阪

今後はどんな方向を目指し

てください

ー

ぼくは自分の絵を方向付

ていらっしゃいますか︒
石阪

ける気持ちはほとんどないです︒
19

ISHISAKA-石阪春生の世界
=.

神戸市立小磯記念美術館の

石版民自ら創設に深く関わった
中庭にて

主力ヾ、朴がいっぱい
′I∴lヽ

㊧ヽ′e

2006

SA丁

5臆13 メインフェスティバル
(パレード・ステージマーケットイベント等〉

http:〃www。kobe
主催:神戸市民祭協会

matsu「王。

後援:神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、神戸新聞春

e

﹁ii﹂日

漢書園田

m

S

図緑と海そ
神房 事 ⊃つ

みんなの笑顔がこ葛つべの射

し て愛

5月13日(土)神戸まつりメインフェスティバルEVEN丁GU!DE
(①おまつりパレード

⑤わくわくスクエア

⑬こうべみなとの市

⑲ハートフルジパング★ダンスナイト

民踊、サンIく、太鼓、タンス、バトン等の

来場者が-緒になって体験、参加できる広場。

家庭の不要品などを安価で販売する

個性あふれる団体のパレード。

囲11

i)サイクルマーケット、ふるさと・綜産品マーケット。

「神戸まつりを踊る」が
パワー&グレードアップしたステージ。

圃11

匿国東遊園地(市役所南側)

i14日(日)にも開催i

回国1

圃11

圏神戸文化ホール大ホール

:00-16:30

圏フラワーロード一三宮中央通り-大丸前

⑧おまつり大通り

:00˜16:00

⑥ワールドカフェ

圏メリケンIトク

各種ブースの展開。

⑱ハーバーランド

企業、団体等のPRブース。

囲11

旧居留地各会場への玄関口。

回国東町筋(市役所西側)

回国11こ00山16:00

:00-16こ30

圃花時計線

⑦サンバストリート

③おまつり広場
ラジオ関西公開生放送、神戸産業まつり、
企業のP円ブース等。

[圏京町筋

●市民提案型イベント

バラエティステージ

市民みずから企画"運営するイベントです。

inスペースシアター

P26・

P27で-部をご紹介しています。

問合せ先

サンバチームの競演。

圃12:00-17こ00

神戸市中央区加納町6-5-1神戸市民崇協会

匿画1

圃神戸ハーIトランドスペースシアター

蜜078-331

2二00-1

6:30

⑨

圏神戸そごう前

和太鼓、パーカッション等の

KOB且夢太鼓

圃12:00-17:00

圏旧居団塊内三井住友銀行前

⑨わくわくストリート囲

圏モザイク「海の広場」

㊨新神戸ステージ

通りをステージにして、ダンス、踊り等の

キッズダンスを中心としたステージ

熱気あふれるパフォーマンスを披露。

圃13:00-17:00

圃11:00-16:00

圏新神戸オリエンタルアベニュー

圏明石町筋

:圏国語団扇
]
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※行事〇日曝書は予告なく変更することが
ありますのでご了承ください。

音楽を中心としたステージ。

圃11こ00-16:00

3
atSU

ハローステーションkobeう醤078-322○○220

inモザイク

:00-16:00

-241

:〃vrm.kobe-m

※観光の問合せ

バラエティステージ

打楽器中心のステージ。
回国11

h咋)

㊧ハーバーランド

郷土芸能、各国の民族舞踊等のステージ。

国東遊園地特設ステージ(市役所南側)

8:00-20:30

ダンス、吹奏楽演奏等の個性豊かなステージ。

匝回11こ00-16:30

④花舞台

:00-17:00
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吉富毒草

神戸でのサンバチーム
の草分け﹁KOBECCO

サンバチーム﹂︒安田美

佐枝さんが率いる大人
のダンスチーム︑渡めぐ

れる女の子たちはとても多い︒

ンバの街・神戸ではサンバに憧

加しているメンバーが多い︒サ

も︑お母さんと子供が一緒に参

経験もあるほど︒率いるチーム

自身の赤ちゃんを抱いての出場

サンバ教室を開く渡さんは︑

ンバチームだ︒

サンバ大好き神戸っ子たちのサ

装で続く︒子供から大人まで︑

津子さんチームが︑真っ赤な衣

そして加古川から参加の石原奈

りさん率いるキッズチーム︑

∴啓距理)∴
数が増えている︒

友達が友達を呼び︑毎年参加人
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安田美佐破さん・亜里沙さんもサンバ母娘

航

二二。づ吐勘考
中央がチームリーダーの渡めぐりさん\

言一言告∵‖二/﹂∵∴′寸

言仁一二﹂-

けれど︑子供たちが率先して踊
りを覚え︑切磋琢磨しているよ

﹁踊って︑みんなに見てもらう

バ一家の奥井浩之さんの家族︒

てしまったという︑まさにサン

カッションでパレードに加わっ

父さんも参加したくなり︑パー

るお母さん︑それを見ていたお

2人︑そして衣装作りを担当す

サンバを習い始めていた娘さん

渡さんのサンバ教室で︑先に

のこと︒家族全員の元気が集ま

ンバになってしまいました﹂ と

カーステレオで流す曲も全部サ

るんです︒家の中はもちろん︑

の神戸まつりの準備を始めてい

りが終わった次の日から︑翌年

奥井家では ﹁毎年︑神戸まつ

すね﹂とお母さんの智恵さん︒

が︑子供たちにも伝わるようで

ています︒そんな楽しい雰囲気

ちはみんなとても楽しく参加し

丁目∴∵二千一言

のが好き﹂ と長女の柚子さん︒

﹂﹂﹄

お父さんの浩之さんは ﹁渡先生

っている︒

うです﹂ と話す︒﹁お母さんた

は決してさびしい指導はしない

昨年の神戸まつりで奥井さん-家
23

憧れのブラジル

たのだ︒工藤めぐみさん︑20歳︒

ーに︑日本人ダンサーが選ばれ

小学校3年のとき︑同じくサン

バ好きのお母さんに連れられて

リオの力-二パルへ

﹁オレたちはこの日のために

神戸まつりにもたびたび出場︑

ンバチームを持つようになり︑

中が熱気に包まれるこのサン バ

いずれは本場ブラジルのカーニ

サンバを習い始めた︒自身でサ

カーニバルで︑昨年︑一人の日

た︒

バルで踊りたいと夢を描いてい

生きている!﹂ とブラジル人の

本人女性が話 題 を 集 め た ︒ 伝 統

言う ﹃リオのカーニバル﹄︒国

あるサンバチームの中心メンバ

神戸国際ステージサービス株式会社

さんちか名店会

神戸地下街株式会社

会長中島一雅

代表取離社長小松大作

神戸市中央区制華道8-1-6
神戸国際会館17F

神戸市中央区三宮町l-工0-1

神戸市中央区三宮町1-10-1

神戸交通センタービル8F

神戸交通センタービル8F

TEし.078-230-3360

TEし.078葵391-3965

TEL.078-391-4024

雄山商事株式会社

兵庫県日韓親善協会

神戸空港ターミナル株式会社

代表踊黄宮本

治

代表蛸役社長加藤泰章
会長砂野耕一

神戸市中央区東川崎町1十3

代表輔役社長森井章二

神戸市中央区京町74番地

神戸グ)スタルクワー27F

電通神戸ビル内

川崎重工業(株)神戸本社内

神戸市中央区神戸空港l番

TEし.078-331-9461

TEし.078-371-9583

TEし.078-304-7775
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神戸市中央区八幡過4-1-27-2302
TEL.078-685-6685

TEし.078-265-1077

職人ほど選出される中心メン

神戸市中央区加納町4-3-2近藤ビル9F

バー﹁パシスタ﹂にも選ばれた︒

現地のメディアにも取り上げら
るうちにメンバーとも打ち解け︑

れ︑チームの一員として活動す
忘れられない思い出ができたと
話す︒

﹁サンバの魅力は︑自分が主
役になれること﹂ と工藤さん︒

現在は大学に通いながらサンバ

教室を持ち︑サンバチーム ﹁フ
エジョン・プレット﹂ を主宰︒

幼稚園を訪問したり︑老人ホー
ムに慰問に出掛けることも︒大
祉サービス学科で学び︑サンバ

学ではサービス産業学部医療福
を通じて︑福祉ボランティアの
活動を続けていきたいのだとか︒

もらう人々も多いだろう︒

太陽のような笑顔に︑パワーを

サンバフェスティバルにて

‖-上手だ詳言∵一にか︑.つ
′中二:﹁∵∵∵言︑i言ふっ言だ

工藤さんは ︑ 神 戸 流 通 科 学 大
学に在籍中︑念願のブラジルに
飛んだ︒カーニバルに参加する

何百︑何千のサンバチームの中
でも︑特に人気のある上位14
チームで踊りたいと︑オーディ
ションに挑む︒言葉もわからず︑

日本人ということでダンサーた
ちに嫌がらせを受けたりもした︒
しかし ﹁踊りには自信があった

﹁ポ

TEし.0798-65-87餌

西宮市瓦林町2-12
TEし.078-707-5888

神戸市垂水区平磯4-5-14

代表醐役谷口享子
有限会社オフィスマーメイド

光線免疫療法研究所
田本ヘルスファーム株式会社

たるみ保育園

若木輝男
班長並川明子
神戸文化大ホール11時開演
平成18年10月22口(ロ)

ディレクタ̲近藤英二
クラシックの出会いをさりげなく、友と語り合う店
クラシックライブハウスピアジュリアン

光線治療器パリプル製造販売
デイサービスはがらか
たるみグループホーム
第16凹チャリティ公演「おとり花鳥風月」

社会福祉法入明進曾
TEし.078-706-0133
祁戸市垂水区平磯4「2-3
若柳吉田二
若出会

から︑負けへんと思ってた﹂ ︒
結果︑最も伝統のあるチーム

ルテーラ﹂︑そして ﹁トラジサ

の両チームに入る︒さ ら

(順不同・輔略)
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オン﹂

に︑何千人のメンバーの中か ら ︑

ブラジルにてチームのメンバーと

市民が企画・運営するイベント

シャル・ウイ・ダンス?イン神戸まつり
13日(土)

14:00-19:00神戸サンボーホール2階(屋内)

生バンドの演奏をバックに、時においしいものをつまみな
がら、飲みながら、楽しく踊りませんか。
これまで、長田や兵庫で開催されてきた社交ダンスパーティ
「シャル・ウイ・ダンス?」は、人と人とのふれあいを大切
にしたイベント。ミュージシャンが演奏する生の音楽で、人々
は踊り、手作りの料理を楽しむ。今回の神戸まつりでも、そ
の姿勢は変わらない。
当日、ダンスには自由参加。座席も用意されているので観
るだけでもOK。演奏は、

S.F.ピソグバンド&ケイコ・ケーキ、

鈴木久美子&ラブメッセンジャーの2チームの他、原田、葺
合中学、甲南中・高校、神港学園のジャズバンドも参加する。

■企画運営事務局

音KO日E
大道芸

アクティブ・

8

う蜜078-61

PERFORMANCE

2-6456

S丁REE丁

KOBE

C音丁Y

13日(土)

18:00-20:00東遊園地特設ステージ

神戸のよさこいチームを中心に、姫路、赤穂、加古川、京
都からもチームが参加。今年は夕方6時から、熱気あふれる
ステージを展開する。参加チームのカラーも幅広く、子供た
ちばかりのチーム、高校生チーム、ダンススクールやバレエ
教室から誕生したチームも。それぞれの地域性が現れた音楽
に合わせた、個性ある踊りにも注目したい。
阪神・淡路大謡災から11年。再生を願ってきた10年、こ
れからは神戸から元気を発信したいと「元気!発信 神戸発」
をテーマに神戸らしいYOSAKOIを日本中に発信。

看KOBE §丁REET
ストリートダンス

13日(土)11:00-16:00

14日(日)11:00-16:00

花時計線東側

メリケンパーク特設ステージ

音KO日E JAZZ
ジャズライブ

LiVE

13日(土)11:00-16:00

花時計線西側

STREETと006

YOSAKOl

DANCE

LIVE

音世界のパーカッションで心の輪をつなぐ
ドラムサークル一輪になって叩こうへ
ドラムサークル
14日(日)11二00-16:00

海洋博物館ホール
26

輝けげん享の広場

生誕と50周年
モーツアルトが神戸をゆく
14日(日)

14日(日)

11:00-16:00メリケンパーク展望広場

11:00-16:00かもめりあ東側広場

子供たちが主役で活躍する自由な広場。
歌、踊り、楽器演奏などジャンルを問わず、参加チームも

生が中心となり、音楽、美術、踊りを通して、モーツアルト
の生誕を祝う。管弦楽団、アカペラグループ、ジャズバンド、
交響楽団、よさこいチーム、ダンスチームが参加。舞踏会に
欠かせない仮面はというと、観客が演奏を聴きながらそれぞ
れの仮面を作るという趣向。ミナト神戸を望みながら楽しん
でほしい。
臆企画・運営

甲南地域経営研究斯

くはO78-41十1062

募集中。 1チーム15分程度で、日頃の練習の成果を、神戸ま
つりで発表しませんか。

当日は、チームに入ってないお友達も、みんなで一緒に、
楽しく歌ったり、踊ったりできるコーナーもあります。あの、
はばタンもやって来るかも!

臆聞合せ

S駐車料金
30分までごとに250円

みんなげんきジム

う巴0798-26-0020

ご入会いただくとお得な特典がついてくる
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

平日(土曜日を除く)

∵

Zフ[ノーiロー⁚ト

忠三〇・⊂璽垂}
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(2・5時間超)

○営業時間
7:00-24:00

(入庫は23:30まで)

藍親繋攫詳
論。でもれなく300ボイン怜邁畳

関西では3店舗目が神戸と

特別というのではなく︑

今後も半端ではないスケールで

の展開をしていこうと改めて思

いました︒

広くて︑明るい色調︒ステ

それは︑うれしいです

ね︒残念ながら︑私のセンスは

臆坂本

キな店内︒とても気に入りました︒

-

坂本寺請さん

代表取締役社長

店にするしかない︒そのために︑

しかない﹂と言っていただける

来て見つからなかったら諦める

足を向けてもらうには﹁ここへ

の方たちにポートアイランドに

が広がっていました︒この神戸

海と山︑その間に東西に住宅街

戸空港を利用しました︒眼下に

いう思いです︒先日︑初めて神

そろえを神戸でも十分にしたと

ムサシが得意とする分野での品

臆坂本

して特別な思いはお持ちですか︒

いうことですが︑オープンに際

-

徹底した品そろえと
人に優しい店づくり

アークランドサカモト株式会社

28

ないですがね︒私自身はいつも

I社長はどんと構えて︑いざ

ですよ︒

部まで関わらないほうがいいん

に任せています︒私なんかが細

(笑)︒すべ て そ れ ぞ れ の 責 任 者

全く介入していないんですが⁝

するケースがほとんどですが︑

戻ってきたらお客さまにお返し

お預かりしてメーカーに送り︑

ば︑電動工具の修理などは通常︑

こういった類のことです︒例え

く︒私がいつも言っているのは︑

らっしゃる限り常時そろえてお

品でも必要とするお客さまがい

十分な品ぞろえをする︑季節商

けるか﹂を考えているだけです︒

っている人も少なくありません︒

んで帰るという事に抵抗感をも

に車で行って︑大きな荷物を積

ら︑大型ショッピングセンター

獲坂本

ですね︒

I工ルサポートもそのひとつ

様に心掛けています︒

お客様の視点で物事を見つめる

きっと喜んでいただける︒常に

6丁目8・9・1番1

営業時間

●食品専門館「フードデポ神戸ポートアイランド店」
9時30分
9時30分へ1

そんな大したもので は

-2055
傘078-221

臆坂本

お体の不自由な方もたくさんい

今は高齢化社会ですか

自然体で生き て い ま す ︒ ﹁ お 客
その場で直してお渡しできたら

神戸市中央区港島南町

という時に表に出るわけですね︒

さまにどうすれば喜んでいただ

のを注文すると玄関先まで届く

らっしゃいます︒ふだん使うも
というのは︑きっと喜んでいた
だけるはず︒店内の商品はすべ

て︑一点からでもお届けできる

優しさのある店づくりです

ようにしたいと思っています︒

-

ね︒共に︑地震で被害を受け復

神戸ポートアイランド店

して︑ぜひ応援させてください︒

29

「ホームセンタームサシ神戸ポートアイランド店」
「アークオアシスデザイン神戸ポートアイランド店」
●

0時00分へ20時00分
」

興に努めてきた街︒神戸っ子と

漢ホームセンタームサシ

畔

I本日はお め で と う ご ざ い
ん来ていただいて︑この場所か
いですね︒

ら華やかな雰囲気が広がるとい

りになりましたね︒

ます︒シンプルでおしゃれな造

でとうございます︒今のお気持

併せて︑創業40周年おめ

おこがましいようですが︑震災
ちは了

-

後n年目にして神戸の街の活
比屋根

ありがとうございま す ︒

性化のための起爆剤になればと
う間でした︒石垣島から神戸へ

比屋根

いう思いです︒店づくりはある
やってこれたなあ﹂ と感慨深い

出てきて粥年︑﹁よくここまで

過ぎてみるとアッとい

きません︒設計にはこだわりを

意味︑遊びごころがなければで
ものがあります︒育てていただ

ル﹂︑チョコレートの

此屋根

持ち︑特にライティングには半
いという気持ちで︑40周年の

メール﹂︑パンの

面店の展開を考えています︒場

﹁ルビアン﹂︑

﹁ヴィタ

洋菓子の ﹁アンテノー

諦念日にリニューアルオープン

フランス料理の ﹁アッシュミレ

いた神戸の街へのお返しにした

に合わせてタイルも別注したも

計算し尽くされた照明と︑それ

させていただきました︒商売抜

アン﹂を総合的に提供できる路

端でない費用もかけています︒

のに張り替えています︒一流の

きにして地域発展にお役に立て

特にこのお店でのおすすめ

ればと思っています︒

ものが出来上がったと自信を持
っています︒この店の特徴は︑

-

まだまだありますが︑今新たな

お 客 さ ま が 絵になる︑座って い
はありますか︒

夢をふくらませています︒

所やスペース︑集客など課題は

ただくとオシャレに見えること︒

比屋根

﹁アンテノール﹂ のお

菓子はもちろんですが︑うちの

アンテノール神戸店

ましたから︑若い人にもどんど

「ll(音l

震災後︑街全体が少し沈んでい

高二二手ル神戸計

セントラルキッチンから届く﹁ア
ッシュミレアン﹂ のお料理も出

していますので是非︑召し上が
I

●意思ハンズ

っていただきたいです︒オープ
ンに先がけては︑早めにスタッ

フも採用し専門的な教育をしま

した︒気持ち良く召し上がって

今後はどのような展開を

いただけると思います︒

-

考えていらっしゃいますか︒
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左からパティシ工の荒木さん、神戸店長の新枕さん、
パティシ工の濱口さん
※ラストオーダー30分前

0-6
-1
神戸市中央区北長狭通1

(金・土曜は23:00まで)
0:00へ22:00
営業時間:1

-8640
蜜078-331

nor.jp
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毅氏

代表取締役会長比屋根
㈱工-デルワイス

