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'̂fまちづ〈りJに携わって50年~
笹山市長インタ巴ュー

「あーぽんとーく」が発刊されて、今号で50号を迎えました。そこで特別企画として、 50年間「まちづくり」の先頭に

立ってご活躍されてこられた笹山市長に、未来の神戸のまちづくりを考える「プランナーズネットワーク神戸」の皆さ

んがインヲビューしました。

聞き手プランナーズネットワーヲ神戸(松原永季、田中正人、高木優子)(インヲビュー収録 8:9月18日 於市斤舎1号 館15階応接室)

-戦災・水害・震災と都市の復興

田中 市長は終戦閤ちなく入庁されたと伺いまレだ

が、その日事にどのような志を持って入られたのか、

あるいは理想の都市の姿として、どのようなちのを

抱いておられたのでしょうか。

市長 入庁は昭和 21年の菩です。もともと都市計

画をやるつもりは全く ありませんでした。

田中 え、そうなんですか?

市長 偶然就職時に、当時できだばかりの戦災復興

事業本部はどうだ、という話が、教浸からあったん

です。この本部は終戦直後の昭和 20年の暮れから

始まったものでした。私ち実際に、戦災を直媛体験

しましたから、市街地の6割ちが焼失した神戸の街

の光景は忘れられませんでした。そんな私が行政の

立場に立って、今後のまちづくりに携わることにな

りました。当時は復興は区画整理手j去を使ってやれ、

ということで、これは関東大震災後と同僚の手法だ

ったのですが、東京では実際にうまくいかなかった

んですね。私ち疑問はあったのですけれど、国の方

針でしたらからね。その時思ったのは、都市には空

間をどんどん作らないと、火事のような時に耐えら

れないということです。

「都市の空間」のl必要性というものは、今度の震災

で再確認しました。これまでに区画整理事業をやって

いたところはあまり傷ます、その日寺にできなかった地

協が相当やられたと。改めて、街というちのは適当な

空闘がないといけない、という部分が、首から言われ

ている通りだなという感じを受けたんですね。

田中 神戸市は、昭和 13年の水害、 20年の戦災、

42年の水害、そして今回の震災と、 定のスパン

で被害を受けています。それぞれの復興過程をご覧

になっている中で、計画という立場から見た遣いと

いうのは、どういった点にあったとお考えですか。

市長 戦災の時は街区を平面的に考えれば良いので

すが、水害の1君合はそうできないんですね。極端に

言いますと、 j司川の移動があった、高さが変わった、

という物理的な問題がありますから、その日寺にはよ

っぽど用I[)Iして街の計画を立てないと、天井川ばか

りができる、ということになる。そういう経過を踏

んでいくと、今度は水害に対してどうするか、とい

うことと、交通、空間をどうするかという相反する

問題が出てくるんですね。水害対策ばかりやってい

だら、河川の下に街ができる、ということになるん

です。

田中 それでは戦災と、今回の震災復興については

いかがでしょう。

市長 そうですね、よく似てますね、大体同じです。

田中 その中でも「ここは遣う」という点は。

市長 そうですね、今回は丁寧にやっていますね。

首の区画整理でしたら、 6m以下の道路は対象に

ならない。今はみんな舗装レていますから、そうい

う意味では丁寧にやっているということですね。



田中 戦災と震災は区箇整理が中山だったという点

では似ていますが、今回「白地1也i或」という考え方

が出てきたところに戦災との遣いを感じるんですが。

市長 白地はこれからですね。今までのようなやり

方では、出来ないだろうということですね。結局伺

ちしていないところが密集していますね。道路も昔

のまま、それをどうしたらいいかということで、中

山市街地整備について新しい手法を考えようという

ことですね。極端に言えば、どこか広い土地を買収

レて、そこを一つのロータリーのような形にして白

地周辺の道まで道路を鉱げていく、ということにし

ておけばいいんじゃないかと思っています。そうい

う空間があれば、住民の皆さんち安J~'できる。 今の

ままでは逃げられませんから。

薗阪神・淡路大震災。ハードの復興、ソフトの復興

松原 市長が震災を通じて、個人的に霞も印象に残

ったことをお聞かせ下さい。

市長 それは震災直後のことですね。6時前にどん

と地震が来て、市庁舎に来たのは了時前、 6時40

分過ぎでした。たまたま家から南の火事が見えなか

ったら、市庁曾ヘ着くのち遅れていたと思いますロ

うちから南のほうを見ると燃えていたんです。そ

れで「これはいかんJと思って、用意して外ヘ出て、

交通機関ち伺もないから歩いていこうかなと思って

いたら、近くに住んでいる当時助役の山下さんが車

で寄ってくれたんです。その牽に乗せてもらって、

西ヘ向いて行こうとしたら、六甲道から国道ヘ出た

とたん、ちうめちゃくちゃになっている。だからジ

グザグに道を銀けていきました。なにせ阪御電車は

やられている、ずっと西ヘ行ったら高架橋がつぶれ

ているわ、高速道路ち大きな被害をうけているわ、

精造物は全部いかれていだわけです。それが、全部

私と関係のある構造物で。本当にあの隠は、涙ち出

ないですな。

それで役所の前まで来たらみんなつぶれているで

レょう。東から回ろうとしても、交通センターピル

もあのへんも全部がちゃがちゃになっていだ。信号

もi司ちないんですからね、それで何とか回つだら、

うちの2号館がぎゅ っとつぶれていた。やっとこさ

中ヘ入ったんですけれどね。1号館も窓ガラスが割

れてましたもので、実は僕は 1号館の上まではあが

らなかっだんです。いやちう、エレベーターも動か

ない、電気ちついていないで、上がれません、とい

うことで、しょうがないから 2号館の方へ行って。

ちうつぶれているのは分かつてますから、階段を上

がりかけたら、「いや、ょがってはいけまぜん。階段

もおちていますJということなんで、それで2階ま

で上がって、 3号館の防災センタ一、消防の方ヘ行

って「どういう具合や」と言ったんです。

松原 直後から市庁舎へ向かわれたわけですね。

市長 そう、 7時にはもう消防局の部屋で話をして

いましたからねロ;難の状態を男ていて、どの区1或ち

やられていたのは分かっていました。古い家がみん

なやられていました。新在家あたりも古い街盤みで

すから、いっぺんに火災で焼失してしまった。

松原 そうしますと、市長のおっレやる都市の空間

づくりができてなかったところの被害が大きかつだ、

ということになるのでしょうかロ

市長 そうなんですよ。類焼せずに道路で止まった、

街路樹で止まったところがあるわけです。だから

「なるほどな」と思いましたね。

松原 阪神・ 淡路大震災からの復興過程全般におい

て、どのような感慨をお持ちかお聞かせ下さい。

市長 結局こういったハードの面というのは、時間

とお金があればできますと最初から言ってますけれ

どち、復興計画の中で言ったのですが、がれきをの

けたり道路を計画レたり、施設、交通機関を復旧さ

せる、というのは、大体2年、遅れても 3年で終え

るという目標ですね。それから住宅が、民闘を入れ

れば7万2.000戸が必要ですので、それだけを建

てるのには5年かかります。そして仮設の解消はそ

の聞に順番に、民間の方にち手伝ってもらいながら

解決しています。こういうスパンをふまえて復興の

3年、 5年という区切りを決めたんですね。そして

1 0年後の未来を考えた時仁、後の5年は新しいプ

ロジ工クト、そういうものについて計画し実行に移

レていくことが必要という気がします。

ただ、ハー ド面の復興はほとんど完了しだのです

が、 震災後今までの生活と還った環境にな っている

方は本当に多く、しかち個人によってものすごく差

があるんですね。地域が変わって、建物ち住む家ち

変わった、住む人ち変わつだ、みんな変わったと。

だからそういうことを言い出すと、ちょっと辛い面

がありますね。

そういう人たちに対しては何かケアをしなければ

ならないと考えています。要は皆さんが3?;閲を聞け

て外ヘ出てきてもらわないと因るわけです。ですか

らいろんな楽しい行事をやりなさい、子供さんがい

るところは~す子供さん用の行事をやって、両親を

連れ出す、おじいさん、おばあさんを連れ出す

(笑〉、そういうことをやらなければと思っています。



それが今年 1月 17日から9月 30日までやった復

興記念事業なんです。いろんな傷所でいろんな事業

をやればみんな出てこられますからね。それを狙っ

ているんですよ。

松原 人のコミュニティーをもっとうまく作ってい

くだめの、 つのきっかけなんですね。

市長 どこの行事に行っても挨鍛の時に「必ず子供

さんが出てくるような行事を入れてください」と言

っているんです。子供が出てくれば、親御さんが出

てくるのは当たり前ですからねロそういうことを皆

さん一生懸命やってくださっていますから、それに

は理解をしていただかないと。行事をやっている方

の中にも、被害を受けた人がいっぱいいるわけです

からね。

-これからの「まちづくりJに大切なもの

高木 これからのまちづくりに当疋つては、「神戸ら

しさ」を出していくことが必要だと思います。「コン

パクトタウン」構想にもつながると思いますが、市

長は震災前に「アーバンリゾート都市」矯想を打ち

出されておられましたね。

市長 コンパクトタウン構想の中にも基本的には

「アーバンリゾート都市Jの考え方が容在します。

アー/'iンとリゾートが、文化性を持った一つの区I或

の中にありますよ、ということなんです。これが神

戸の特色なんだ、ということなんですね。市街地が

あって山があって、西北神では田園地待があるわけ

ですね。そこに加えて温泉があったり、いろんな文

化財があったりということですから、伺もよそへ行

かなくたって、そういう施設がいっぱいありますよ

と。そういうものを大事にして上手に配置をしてい

けばいいなと思うんです。

だだ以前は、それにぶらさがって自然と共生論と

か緑の聖域とかガーデンシティ 一緒想とかね、いろ

んなものが「アーパンリゾー ト都市」梅想の下にた

くさんあったわけですが、 これを良く者えてみます

と、市街地の方もそういう拠点づくりをして、地域

を考えたらどうか、というのが、コンパクトタウン

なんです。

そしてその中身については、大きさをまず考えよ

うということで、コンパクトタウンの一つの核を、

それぞれの地域で作ってもらう。しかしこれは利便

性の高い中山核でないといけません。現在コツパク

トタウンづくりの考えの っとして、たとえば今住

んでいるところから 500mほど歩けば、必ずパス

が通っている道路に行く 、都市計画で決めた幹線道

路、補助幹線含めて、東西南北格子状にパスが通れ

る道が!必ず入っている、ということなんです。さら

に500mの範囲内には福祉施設や病院などのいろ

んな施設がある。レかし大きな病院なんかはそう簡

単にはできませんから、それは、必要なところの閣

ヘ埋めていく、という考え方でね。

田中 そのような道路計画や施設配置など、ハード

面の条件を満たすと同時に、ソフト面についてはど

のようにお考えでしょうか。

市長 それについては、時間をかけないとしょうが

ないですね。ですからよく言われるように、地元の

皆さん同士が一緒に話ができるような雰囲気を作る

しか方法がありません。

以前7フメリ力で、琶の

「隣組」という話を間い

たことがあります。シア

トルで「聞こう三軒両

隣」の言葉を聞いたんで

す。「日本にはそういうい

いしきだりがあったじゃ

ないか。アメリカでは今

それを勉強レているんで

すよ」と言われた。そのシンボルマークを見せてち

らったのですが、それはまさに真田幸村で有名な六

文銭の家紋の形なんですよ。 3つの銭が2列書いて

あって、真中の 1つを丸く囲み「それがあなだの

家」だと(笑〉。旗まで作って男せるんですから、そ

りゃちう立派なちのですよ。ですからそういうもの

が、今逆に日本ではなくなっている。だからそれを

元に戻ぜぱ、震災の時でも、隣近所に助けに行ける。

災害時は 斉に学校に避難しているわけですから、

近所の人が「ああ、あのおばちゃん、来ていない じ

ゃないの」と言ったら、子供たちがぱっとすぐ肪け

に行くとか、そういったことがやれるはすなんです。

今は隣に誰が住んでいるか、気にしない時代になっ

たでしょう、そういうことがなくなってしまうと、

助け合いって一番難しいですね。

松原 そういった人のつながりが、「まちづくり」に

おいて一番大切なものの つなんですね。

市長 やっぱり街っていうのは、人が住んだり会っ

たりする揚所でしょう。歩いていてち、あいさつす

る子供さんの多いところはいいですよ。

そういう雰囲気が「まち」ですよね。それがない

と「まち」とは言えませんね。

一同 どうもありがとうございました。



今年も「こうべ市民安全まちづくり大学Jが

開講しました

いよいよ 9月に入り、「こうべ市民安全まちづくり大学」がスタートレました。今期で早や5期を鍛え為ますます頑張って参り

たいと思います。受講生募集にあたりましては『入門講座』・『まちづくり講座』両講座とも定員をはるかに上回るご応募をいた

だき、有難うございました。入門講座157名、まちづくり講座86名の皆さんに受講していただくことになりました。CIT入1'9講

座』に閲しましては僅かながら席に斜昔がございますので、いまからでも興味のある万はどうぞ覇鯖までこ描出くださしU
矯高王町立9月4日〔火〕の午後6時30分から、神戸市手厚筆道官にて行われました。笹山市長と学長lこ司錯乱Yteだきました。

学長は前期に引き続き、神戸大学工学部長・者開安全研究センター長保脇俗亘先生です。 (by大学事務局)

市長あいさつ:

自然災害や社会的な被害など、手'bJCちの安全・安IG¥を脅かすさまざまな出来事力相

次いて官Eこっている。これらから身を守り、日頃から備える為に以前からお願いして

いることの1つに「安全マップ」づくり力窃る。実際にまちを歩いて、どこかおかし

いところは無い力¥皆さんで考えていただきたい。地I或ごとに、危険な湯所やまちの

‘隆"を認E器すれば事件・事故ち少なくなる。費電生の皆さんはここで学んだことを

活かして是非、各1也I詠のリーダーとなっていだだきだい。

学長あいさつ

震災を契機に、都市の安全を包括的こ研究するB笛主として、神戸大学では「都市安

全研究センター」を平成8年5月口設置した。工学.t青報・医学・理学・往会学顎華々

なジャンJLの専門家が集まっている。彼らが当大学に匙き、日頃の研究成果を分かり

やすくお伝えしたい。また皆さんからも動勺にこ意見をいただきたしLまた、この大

学参加を期に、織尽なま由説を深めて、今後の安全に暮らせるまちづくりのためj舌躍し

ていただけれiまと思う。
・・・岨.'...6.1・....・・・・・・・・・・..¥」

式時塁了後、時置主主として神戸大学都市安全研究センター副センター長の室崎益輝教授から、「安全て~G\なコミュ二テ
ィづくりを進めるだめに」というj露琶でごE員長買いただきました。

(はじめに〕

私の喜罰ま麗11で多くのことを学んた判戸力t世界のどの都市よりも安全について真剣こ

取り組む市民力引るまちにしたしL全ての市民法珪について高し1据置を持ちそれを踏まえ

た生き方をしているようになって欲しし¥， -1:-，のためにもこういう大学力悩要なのである。

( 1.“安全て安'IG¥な"という意味〉

今は

“培者聞E諒恨冨，と言われてしV二昔ι耳恐ろしいものとして円也嚢・雷・火事・親泊と言って

いた力t今では「撮要・犯罪・火事・息子?Jなど朗自買というちのが大きく蛮化している。最丘の大覇支〔新宿聴鞍町のピル火

災、明石花火大会の群集事故)Iこしても2つの要因が重なって起こったと言える， 1つは建期担〔ピル・橋〉または街自体江精造

の問~...ちう 1 つは社会(7)j'g，み、人のG\O)i5lh 又は警備の方法や開閉云達￠不備などである。構造やレくみは央競仲罰則である

福豆、安全な方向に向かうこと力T出来るが、後者は人と人のつながり、人と社会の在り方の瞳重であるb 制こち高自合同士会¢問題

やI由E憤源・環境問題ち閲系する。多感な問自主 1笥幾力唱ってし1る悦兄で、我々はどう対処すべきかっ従来の踏襲・台風などに備

えることち勿論断要であるが、“防災"江めにこだわらす、広く安全・ 5Z1~\" を目指すとしら姿勢をます養ってし 1ただきだしL

(2.安全て安i時“まちづくり..0:.関野

1間鎚ヨi昼の方法、まずは“君子危うきに近寄らずである。どこにどういう筋演力窃る力沼知ることから始める。それから安全・

安仙の;去則「アメ・コメ・セキュリティーJ(アメ二ティ 文化・自然)+ (コミュニティ 人づきあゆ二〔セキュリティ 安全〉

を提唱したい。神戸市では「防災福祉コミュニティ」という組織がどんどん作られている力t防i足に渇祉をつけたところ力場司青ら

ししLこれでハードとソフトの両面から1出致び舌性化を図ろうーーということである。

まちづくりの「まち」成町〔ソフト〕でち街 (jトド〕でちなしLその両方力ちわさったところにまちつやくり倒的窃る「っく

り」とは手作りのっくり、つまり行政から言われてやるのではなく、市民側則から自主的に主体自引こやる。そういう小さな努力の

積み重ねでしか、まちは良くならなし¥， 13つの閣ま“り"で、まちづくり」というゴロあわせを紹介したい。 ①「ゆと'0J→時間

的・空間掠ゆとりを大切にすゑ②「つなが也」→自分と周り〔罰芸・近隣・ 1蹴・自然地球〉任期つりを大切にすゑ

③ 「ひか''0J→光り輝くような良いもの・美しいもの・誇れるものをまちにつくる。 I也I或の特長引面性を大切にしていくことで皆

がまちに愛情力特てるようにな制式きっとまちを守る気持ち力但こって、防災明白百日にち役立つ。 20世紀カモノι濯主かさを求め

た時代であるとするなら、 21世相まきっとIGIO:澄かさを求める日新叩こなると思うo

こうべまちセン・あーぽんとー< 1 3年 10月号



“セン太ちゃん、ベ トナムを行く !" 

~ベトナム事情その 1 ~ 、斗』

「ベトナムという固について」 、ご'¥.(1ιY¥

)⑩ 夜干マム

1 はじめに ¥亡戸J

みなさんは、ベトナムという国をどれくらいご惇じ

でレょうか。ベトナム戦争つホーチミン主席つ生書巻

きつそれともアオザイつ

ベトナムは南シナ海に面した国で、日本とは海をは

さんで言わば“お隣同士"の間柄です。ベトナムの人

は、とても工ネルギッシュでパワフルで勤勉で、その

気候と同じく、「あつい」人たちですロ

「ドイモイ〔刷新〉政策<1986年>J後の日本

企業の段資や雑貨・グルメ目当ての旅行ブームで、最

近でこそ注目されているようですが、この“隣国"の

ことをもっと知りたいと思いませんか。きっと好きに

なっちゃいますよ。

昨年末、セン太ちゃんは、ひょんなことからベトナ

ムに行く機会に恵まれましだ。セン太ちゃんが、その

時男たもの、触れ合った人たち、感じだことをそのま

まこのシリ ーズで書いてみだいと思います。

第1回の今回は、「ベトナムという固について」。第

2回は「ベトナムの都市事情について」、第 3回は

「住み続けたいまちについて」をセン太ちゃんを通じ

て報告させていただきます。

2 ベトナムという国について

ます最初に、ベトナムという固について簡単にご紹

介しておきます。

国名は、ベトナム社会主義共和国。面積は、約33

万krriでこれは九州を隙いた日本の面積に相当します。

そこに約7. 800万人の人が住んでいます。南北に

細長い「竜」のような形の固で、首都ハノイ市やハィ

フォン市のある北部、ホ

ーチミン市のある南部、

そしてダナン市や古都フ

エのある中部という具合

に気候や人の気質まで分

かれていると言います。

厳密にはダナン市とフエ

-
m
g
e
m
 

イ市と商昔日ホーチミン市、そしてその聞のダナン市。

まるで東京、大阪、名古屋の関係のようで親しみが持て

ます。ハィフ1ン市はさレすめ横浜市と言ったところ

でしょうか。(これらの4市は、「省」には属さずに、

「省」と同じ機能を有する市です。〕

ベトナムの人も日本人と顔ちよく似ており親しみを

感じます。やっぱり隣人ですね。ベトナムと言えば

「ベトナム戦争Jを思い浮かべる人ち多いと思いますが‘

1975年まで戦争をやっていた匿とは思えないほど、

明るく元気です。過去のいくっちの苦治を乗り越えて

きた自信のようなものがこの国の人を支えているよう

にも思います。

3 セン太ちゃん、ベトナムに驚く

さて、セン太ちゃんを乗せた飛行機が、 ハノイ空港

に着いたのは、 10月下旬のことでした。ハノイは

「車Z季」ということで雲ひとつない枚空 だったので

すが、「暑い !J。日本の今年の夏は異常に暑い臼が続

きましだが、あれよりちまだ暑い。飛行機を降りると

j干が噴き出し、あっと言う聞にピショ濡れ。でも、驚

いたことに、こんなに暑いのに何人ちのベトナムの人

が革ジヤジを着て平気な顔をして歩いていたのです。

「ベトナムの人ってすごい !J。

さらに驚いたのは、バイクの多さと、車やバイクの

すごい運転。ほとんど対向車線を走り、連続クラク

ションとともに娘かし合いロそこへ自転車とシクロ

(三輪人力車〉が混じっての大変な状況。うわさには

聞いていましたが、空港から車でハノイ中山の目的地

へ着く頃には「頭真っ白状態」となってしまいました。

「ベトナムってやっぱりすごい !J 

そのパワーに、「いすれ、日本経済は追い越される。」

セン太ちゃんは、思わずそう感じました。

ちなみにベトナムの国内総生産 (GDP)増加率は、

最近でこそ4~5%程度ですが90年代半ばは毎年 1

の間にあるハイヴ?ン峠 0%近い率を誇っていたのです。セン太ちゃんの直感

を境にガラッと変わって は、あながち間違いではなさそうです。

しまうようです。中央官

公庁の集まる首都ハノ 橋本宗明(都市計画局まちづくり支獲室主査)

こうべまちセンあ一ばんと く 13年 10月号



:τノ盟波長芝亨手ーフエスタ
私達の三ノ宮南まちづくり協議会は、昨年の 11月

に生まれたばかりの組織です。これまで、将来のまち

のあり方を険討する 方で、クリーン作戦などの実践

活動にも取り組んできましたが、まだまだ協議会の認

知度は低く、意気込み通りの成果を得ることはできま

せん。

そこで、まちづくりを進める

上での当面の課題は、我々の

「まち」の害在と協議会の活動

を広く地区内外にアピールする

ことであるという認識から、多

くの人

々に参加しでもい、まちの現状

を見、まちの将来を考えてもらうきっかけとなるよう

なイベントを開催することにしました。

実施日を夏休み最後の土曜日である8月25日と決

め、地区中央に位置する磯上公園をお借りして関催す

ること、 「フリーマーケットJ 1わくわくステージ」

1)フジアの食彩」など、できるだけいろいろな人に楽

しんでちらえる内容とすることで合意し、準備を進め

ました。そして、関係企業等への協賛お願いにあわせ、

会員l広大にも取り組みました。どの会員ちはじめての

経験で、とまどうことばかりでしたが、神戸レガッタ

アンドアスレチッククラブさん

のご協力で「スポーツ参加コー

ナー」ち併催でき、また多くの

事業所に協賛いただいたお陰で、

何とか開催にこぎつけることが

できました。

当日は、暑い中、世話役一周、

皆少々パテ気味ではありましたが、多くの方々にご来

場いただけ、無事に終了することができました。これ

を機に、本来のまちづくりに向け、一層広範な活動を

続けたいと考えています。

まちづ〈砂金舗かるのお知らせ
ギャラリー申込受信方法の変更のお知らぜ

日頃、皆様にはこうべまちづくり会館ギャラリーをご利用いただき、厚くお礼申しあげます。

さて、ギャラリーの申込については、従来使用日の 1年前の日の属する月の初日から先着順に受付させてい

ただいておりましたが、月の初日に限り、次のとおり申込方法を変更させていただきますので、よろしくお願

い申しあげます。

。月の初日に限り、午前9時30分から午前 10時30分までの受付日春闘を設け、この間に申込が重複レだ

場合は、;由選とします。

。抽選終了後及び月の初日以外の日は、従来どおり先着順に受け付けます。

。この変更は，平成 13年 10月1日受付分〔平成 14年 10月3日使用分〉から実施します。

詳しくお問い合わせは、運営係〈電話078-361-4523)まで。

こうべまちづくり会館地階ギャラリーの予定

期 間 内 容・ァ マ
tl 0月 4日 U木)~ 9日(火〉 第6回遥j芋会油絵展

1'0月 1j 日(木)~1' 6日(火) 鈴木清一回顧展(油彩等〉

10月 18 日(木)~23 日(火) 風の環油絵展

1 ü'月 2 '5 1日， (木)~30 日(火) キル卜曹マインド作品展(パッチワーヲ)

j l'月 1 8 .(木)~ 6自(火) ニ菱重工洋画部第23白CPM展

1 1月 8 日(木)~27 日(災) 小磯記念美術館コレクション展

こうべまちづくり会館 1階オーブジギャラリーの展示

10月 1 日，(木)~31 日(金)
第3固まちなみ緑花コンクールパ平ル展

コッパクトタウンづくり展

主 催 者 ~ 

遥j芋会

鈴木耕ニ

風のi霊会

宮本純子

ニ菱重工神戸造船所洋画部

」つべまちづくりセンター

神戸市立小磯記念美術館

神戸市・神戸市公園緑化協会

企画調整局総合計画課

こうべまちゼン・あ ，"んと く 13年 10月号


