平成１９年７月号（第１１９号）

こうべまちづくりセンターニュース

●まちづくり学校基礎講座が終了しました。（P.１）
●「わたしたちのまち」板宿小学校（P.２）
●まち歩き実践ゼミ（P.３）
●まちづくりセンターからのお知らせ（P.４）
あーばんとーくの感想をおよせ下さい！
発行：こうべまちづくりセンター
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平成 19 年度

こうべまちづくり学校基礎講座が修了しました
「こうべまちづくり学校」は、安全・安心で、市民が主役のまちづくりを進めるため、より分かりやす
く、総合的に“参画と協働のまちづくり”について学び、考えることができる場を目指して、平成 14 年
4 月に創立されました。基礎的な考え方を学ぶ「基礎講座」は今年度は、5～６月にこうべまちづくり会
館で 5 回開催し、64 名が修了されました。

学校長開講あいさつ

第 1 回目講義風景

第 1 回目は、学校長 矢田立郎神戸市長の開講挨拶

を神戸大学大学院工学研究科 三輪康一准教授か

に引き続き、
《神戸のまちの歴史》をテーマに園田学

ら、地域で活用できるまちづくりのルール（地区計

院女子大学 田辺眞人教授の講義がありました。近代

画、まちづくり協定など）や、まちづくりを支援す

以降の神戸の発展を明治にさかのぼり、
「郡区町村編

る制度、そしてそれらを活用した実際のまちづくり

成法」による神戸区（明治 12 年）
、市制町村制によ

（野田北部地区、須磨北町地区、住吉呉田地区ほか）

る神戸市（明治 22 年）の誕生から近郷の併合、大

などについての講義をうけました。

正年間の海運界好況から不況への時代の流れ。さら

第 4 回目は、《防犯から見たまちづくり》を日本

に市域拡大を続け、人口１００万人を突破した昭和

女子大学市民安全学研究センター長 清永賢二教授

10 年代半ば。第 2 次世界大戦の苦しい歴史体験か

から学びました。安全・安心なまちづくりにおいて

ら、復興への道へと、神戸のまちの成り立ちを学び

求められるコミュニティ 力 の大切さについての身

ました。

近な例や、いますぐ役立つ防犯の具体策などを教え

りょく

第２回目は、
《神戸の安全な都市づくり》をテーマ

ていただきました。

にした、神戸大学都市安全研究センター長 沖村孝教

第 5 回目は、《これからの神戸の地域活動》を同

授の講義で、水害や土砂崩れなどの自然災害に備え

志社大学社会学部 立木茂雄教授から、
「神戸市生活

た、生田川付け替え（明治 4 年）
・六甲山の砂防植林

再建草の根検証検討会（震災 5 年検証・10 年検

の開始（明治 36 年）を始めとする事業、第 2 次大

証）」、「神戸市１万人アンケート」の結果など多数

戦後の戦災復興事業・都市改造事業、阪神・淡路大

のデータ、資料を基に学びました。

震災と復興のまちづくり、今後の危機への対応と、

この５回で１９年度の基礎講座を修了しました。

“まちづくり”は、
「ハードもソフトも」
「物も人も」

なお、まちづくりについてより専門的に学んでいた

大切であることを学びました。

だく専修講座の受講生を募集しています。本号、４

第 3 回目は、
《神戸のまちづくり・ルールづくり》
-
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まちづくりセンターでは、小学校３年生の「総合学習」の
取組みの一環として、
「まちづくり」をテーマにした講義とま
ちあるきを実施しています。
先月号で報告した鈴蘭台小学校（北区）に引き続き、今回
は６月２１日に、須磨区の板宿小学校で開催しました。参加
生徒数７９人。所要時間３時間。テーマは“わたしたちのま
ち「板宿」”
。講義内容は以下の５項目でした。
①板宿小学校はどこにある？
②まちの移り変わりを「写真」で見てみよう
③区画整理とは何か？
④山陽電車の板宿駅は地上にあった
⑤まちの移り変わりを「地図」で見てみよう
加えて恒例のまちあるきを実施し、
「自分の住むまちをもっ
と好きになるきっかけづくり」をしました。
３年連続で開催した板宿小学校。今回は前２回とは若干趣
向を変え、小学３年生を相手に「区画整理とは何か」につい
て、真っ正面からの説明を試みました。
板宿地区は戦後の昭和２５年から戦災復興区画整理事業に
着手した地域です。しかし、その後の、想定外の商業集積や、
都市計画道路に対する地元の反対などにより事業が暗礁に乗
り上げたりしました。計画の見直しなど、紆余曲折を経て、
完了したのは阪神・淡路大震災から１年後の平成８年のこと。
およそ半世紀近く掛けてようやく整備された市街地です。
子供達は、板宿のまちの成り立ちを勉強し、１２０年前の
板宿小学校が池だったことや、山陽電車が１０年前までは地
上を走っていたことを知って驚きの声をあげていました。ま
た、まちあるきに際しては、板宿商店街の賑わいに興奮し、
あじさい・あさがお・パンジーなどの随所におかれた街角の
花壇、区画整理事業竣工モニュメント：カルタゴの像、奇抜
な「逆立ちポーズ」に作者の真意を巡って物議をかもしたコ
ロンブスの彫刻に、好奇の眼を輝かせていました。
一方、山陽電車板宿駅の地下化については、

逆転の発想？ 謎の彫刻：逆さコロンブス
彼は何を見て指をさしているのだろう？

当日の教材より

「地下３階」に地下鉄が開通したのは３０年前。
「地下２階」に山陽電車が潜ったのは約１０年前。
３０年前の地下鉄施工時点で、すでに山陽電車も地下に潜る
ことが決まっていた。地下鉄は山陽が地下化する空間を開け
てより深い所に２０年はやく造られた。このように「まちづ
くり」は２０年先、３０年先を考えている。
・・・・との説明には、子供達以上に先生方の方が大きくう
なずいて関心しておられました。
次回まちづくり総合学習は１０月。桜が丘小学校（初回）
、
長田南小学校（初回）、西郷小学校（３回目）にて開催します。
乞う！ご期待！！
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命名の由来は古代に栄えた商業都市
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武 田 則 明
（いきいき下町推進協議会運営委員・神戸山手大学教授）
外国を旅する時に何時も私はその国の町を歩きな

産業の違いも大きく影響していると思います。酒蔵

がら、自分の住んでいる神戸の事を思い出していま

を中心に発展してきた事、大阪の高級なベッドタウ

す。歴史のある美しい町並みや由緒ある建物を見学し

ンとして発展した東の地域と、製鉄や造船等の重工

ている時に、自分の住んでいる神戸の町並みや建物の

業により発展してきた、職人達の町である西の地域

事を思います。

とはおもむきが異なります。

それでは、私はどれだけ神戸を知っているのでしょ

例えば、西の兵庫区の西出町や東出町は福原の出

うか。家の周りや、通学路上や通勤途上に立ち寄る建

町として歴史ある町ですが、川崎造船所や三菱重工

物以外、意外と知らないのが現状でしょう。

といった大きな造船所ではなく、現在は中小の造船
所が沢山存在しており、また造船所を支える船具店
や、歯車等を造る中小の町工場が、建ち並んでいま
す。大企業は巨大なものを作ったり、同じものを大
量に作る事には向いていますが、少量の物を生産す

１８年度 まち歩き実践ゼミ「ひらの」を巡る

神戸の既成市街地は、北に六甲の山並みを控え、
南に大阪湾に面し扇状地帯の南斜面に開かれた、自
然環境に恵まれた都市として発展してきました。そ
れでもよく観察すると、前山として会下山、大倉山、

１８年度 まち歩き実践ゼミ「海岸通・栄町」を巡る

海洋気象台のあった山に囲まれた盆地状に開かれた
隠れ里のような平野が在り、それを縫う様に宇治川

る事には向いていません。それを作っているのが町

や湊川が流れています。其処にかつて平清盛が開い

工場です。そして其処にこそ日本の高い技術を支え

た福原の都の居住地として、雪の御所や都由之町等

た誇りがあります。普通、鋳物は溶接出来ないので

由緒ある地名が残されています。この様に観察する

すが、町工場では職人の技術力と勘によって溶接技

と、歴史のある神戸が沢山埋もれています。

術が蓄えられていたそうです。川崎重工はその職人

西国街道沿いに開けた古い町並みも戦災や震災に
より壊されたとはいえ未だに多く残されている事に

の技術力をロボットに覚え込まして、高齢化してい
る職人達の技術を継承しようとしています。

気がつきます。又、神戸は一つですが、東の東灘区

このように、表面から見えにくいものをまち歩き

と灘区では町が持つ雰囲気が大きく異なりますし、

実践ゼミを通して学んでいく事に大きな意義があ

西の垂水区や須磨区と比較すると、言葉使いから違

ると思います。遠くを旅する事も大切ですが、自分

っている事に気が付きます。この違いは町が出来上

の住んでいる町を旅する事も意義のある事だと思

がっていった過程が異なる事と、その地域を支えた

います。
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こうべまちづくり会館

企画展

会館地下１階ギャラリーにて

神戸・まちかどの光陰
－米田定蔵・とみさわかよの二人展―
\

まちかどの光景の記憶が積み重なって、ひとは自分の存在を確信するのではないでしょうか。
せん が

大震災の前も後も、このまちをいとおしんできた針穴写真家と剪画作家のコラボレーションです。
開催日

８月１６日（木）～８月２１日（火）

開館時間

午前１０時～午後６時（最終日は午後４時まで）

主 催

こうべまちづくりセンター

協 賛

元町商店街連合会

後 援

神戸市

神戸市民文化振興財団

みなと元町タウン協議会

神戸市教育委員会

針穴写真…レンズの助けを借りずに極小の穴から光を取り込み画像として定着させる写真。
剪 画…１枚の黒い和紙をナイフで切抜き台紙に貼って完成させる絵画。

１９年度こうべまちづくり学校専修講座の受講生募集中
こうべまちづくり学校は、安全・安心で、市民が主役のまちづくりを進めるため、「協働と参画のまちづくり」につい
てみなさんと一緒に学び、考える場で、基礎講座と専修講座があります。

今回は専修講座の受講生を募集しています。地域活動の知恵/防災/防犯/コミュニティづくり/まちなみ/
「あーばんとーく・まちづくり学校特集号」
（区
まちづくり/まち歩き/土木施設探訪 の８コースで、詳細は、
役所、区民センター等の窓口に用意）か、「こうべまちづくりセンター」のホームページ等でご覧ください。
お申し込みは、7 月末までに、はがき/FAX/Ｅ-mail のいずれかで、こうべまちづくりセンターまで

１階オープンギャラリーの予定
期
間
７月 １日(日) ～ ３１日(火)
8 月 2 日(木) ～ ３１日(金)

内 容 ・ テーマ
「塩屋百景」フォトコンテスト写真展
建築ルール・手続き等の啓発パネル展示

主 催 者
塩屋まちづくり推進会
都市計画総局安全対策課

地階ギャラリーの予定
期
間
７月２６日(木) ～ ３１日(火)
8 月 ９日(木) ～ １４日(火)
８月１６日(木) ～ ２１日(火)
８月２３日(木) ～ ２８日(火)
８月３０日(木)～9 月４日(火)

内 容 ・ テーマ
第２７回三滴会書道展
写真作品展
神戸・まちかどの光陰
－米田定蔵・とみさわかよの二人展－
回転ドアの仲間たち・油彩展
油絵グループ展

展示時間：午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館）

主
三滴会
写遊会

催

者

こうべまちづくりセンター
回転ドアの仲間たち
朝日ｶﾙﾁｬｰ 神戸増井教室

※初日、最終日は展示時間が変更になる場合があります。

こうべまちづくり会館
〒650-0022
神戸市中央区元町通４丁目２番 14 号
開館時間：午前 10 時～午後 6 時（水曜日休館）
電話:078-361-4523 FAX:078-361-4546
ホームページ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jｐ
最寄駅
地下鉄海岸線 みなと元町駅西口から 1 分
高速 花隈駅東口から 3 分
高速 西元町東口から 5 分
ＪＲ・阪神 元町駅西口から８分
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