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A男 すまい・まちづくりフェアて知ってるつ

B子.それ何?

A 男.神戸に住んでるんだから、知つてないと

なあ。

B子だから教えてよ。

A男 名前の通りさ。

B子.それじゃあ答えになってないわ!

A 男 えーっと、すまいとまちづくりについて

のイベン卜かなつ展示鳴があってえ..・ h

B子 展示場ではどんな展示をしているの?

A男.えーと伺かな?まだ行つだことないし。

B 子.頼りないわねえ。パンフレットか{司かな

いの。

A男:そうそう、あるある。はい。

B 子園ふーん。「もっとコミュニティ Jか。ふー

ん。「まちの魅力と元気がいっぱい Jねえ。「す

まいJを通してみるまちづくりと震災から学ん

だことを考えるイベントのことね!

へ一、楽しそうね、行ってみたいわ。展示場lま

ポートタワーの北側の中突堤中央ピル 1階「ま

ちとくらしのミュージアム」ね。JR元町駅が近

いかな。阪神だったら元町駅だし、神戸高速な

らma畏駅よね。

A男 駅からどのくらいかかるんだろ。

B子 歩いて 10分くらいでレょ。あなたこそ

神戸を知らないじゃない 1

A男.そんなこと言われでも

B子園もういいわ。展示場へ行きましょ。JR元

町駅まで電車ね。

【元町から歩いてミユージアムヘ。】

B子.とりあえす受付に。こんにちは 1

コンパニオン いらっしゃいませ。

B子 ここではどんな展示をしていますか。

コンパニオン:はい。ここでは、阪神・淡路大

震災で学んだことを中心に『すまい」を通して

人と人とのコミュニティやまちづくりを紹介レ

ています。ドラえちんが震災以降の神戸の姿を

案内し、コミュ二ティの大切さを学ぶ「ドラえ

もんシアター」を上映、また、昭和 20年代の

市営住宅と路地を再現し、向こう三軒両隣が体

験できる「なつかしコミュニティータウン」。市

民が中山となったギャラリー「コミュニティギ

ャラリー」などがあります。ぜひ、ご覧くださ

し¥，

B子.ミュージアムはいつまでやってるの?

コンパニオン :9月30日まで開催しておりま

して、水曜日は休館とさせていただきます。

〈夏休み中は無休〉

B子ーありがとう。男て回りましょ。

A男.コンパニオンのみなさん美人だねえ。

B子あのね、何レにきたの?
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こども 11 0番「青少年を守る庖 ・守る家J開設市民運動

神戸市では、子どち力略度害者となる事件を来然に防ぎ、地践の大入社会が子どもたちの健全育成を温かく

見守るi聾Bを進めるために、盾舗や民家を、こども110番「青少年を守る后・守る家」とレて協力を求め

ています。

現在は、 1万軒以上にわたる「青少年を守る后・守る家」の;亘力、いご協力をいただいています。

1.こども110番「青少年を守る后・守る劃の役創

通学路料痘び錫を中山に、子どもたちカサ布い目や危ない自に

あった時の万力」の「駆け込み寺」として、子どちの緊郡関

て与一日新宗主聾にあるいは、明査や保護者に緊急の連絡を取ってい

ただく場所として協力を求めています。

衝の中で、右のステッカーを貼つだ庖舗や民家を見つけたら

これが「青少年を守る后・守る家」です。ぜひ子どもだちに教

えてあげてください。

2.間車のご協力を 1

神戸市青少年rD~~t~言語会では、 1 軒でち多くの方に「守る庖

・守る家」としてご協力いただくために、 1也i到の青少年育成委

員がそれぞれ庖舗や民家にあ悔いしています。

笛董のご協力をよろしく掛匙1します。

お問い合わせ市民局生活文化部青少年課.電話322-5182

各区市民部総務課地域活動係

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

「台所の 100年層j を開催します

消費者問題に関する優れた著作に贈られる神戸賞に「台所の 100年J(8本生活学会編〉が平成 12年

度の受賞作に選ばれまレた。この作品は、生活の変遷を台所から見つめたものであり、この作昂にちなんだ

『台所の 100年展』を下記の要領で開催します。 ・-- ι:.1 ~ .-

白 程 平 成13年7月13日(金)~ 15日(日〕

館 所 ハーパーランドスペースシアター

JR神戸駅南徒歩5分ハーパーサーカス地下 1階前

内 容 ここ 100 年に台所がどのように変わってきたか、パネル展示を申 I~\ にそ

の変遷をたどるとともに、環境問題への消費者・事業者・行政の取り組み

の 現状を実物の展示などちきめ紹介しますロ

聞い合わぜは

神戸市市民局生活文化部消費生活課 電話322-5185
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イギリスの居住地改善とまちづくり 3

平成 11年枚、「こうべまちづくりセンター」にお

いて、グラスゴー市のまちづくりを紹介する講演会が

開催されだ。来神しだのは、市の行政担当者、建築家、

芸術家である。講演会終了後、彼らと意見交換する湯

がえられ、そこでスコットランドでの再会を約するこ

とができた。今回は、グラスゴー市で行われている専

門家と住民、行政が連携しだすまい・まちづくりの活

動を紹介する。

・インナーシティの再生

グラスゴー市役所のマ力リスタ一次長は、神戸で私

の手帳に「へ..('/ (建築家〕ならもっと上手でしょう

ね」と言いながら、「光の家(LightHouse)Jのスケッ

チを治いた。彼女は、都市再生局(Developmentand 

Regeneration Services)に勤務し、前年まで市政活性

化のイベントとして開催された"Glasgow 1999-UK 

City of Architecture and Design"のスタッフであっ

た。グラスゴー市はスコットランド第 1の産業都市で

ある 方、マッキントゥシュなどの建築家を生んだ芸

術都市でちある。「光の家」は、郡山に残るマ ッキン

トゥシユ設計の古い建物を、イベントの一環とレて、

デザインやまちづくりの展示 ・研修がおこなえる施設

に改造したものである。

次長と市庁であいさつをした後、都1!'JIIlsの再整備、

活性化への試みについて現地案内していただいた。出

かけるとき、彼女は携帯電話を取り出し私に見せた。

「今日娘の出産予定で、この電話が鳴ると私もしばら

く忙しい毎日になる」とのこと。なるほど、日本で会

った時よりうきうきとした感じだ。

グラスゴーの昔日I!'JI周辺も空洞化が進んでいる。 1若艶

みデザインに配慮し、空いたオフィス、 倉庫などを住

宅、后舗、レストランなどに再整備したり、使われな

い教会をギャラリーに改装するなどし、道路の美装む

ち実施している。

「光の家」 で、建築家のへ..('/氏に再会した。建物

の湾整備では、ピクトリア調の建物デザインを生かし

設計に工夫を加えているロ住宅に改造するときは、 建

物のトップに表情を付けたり、連続する街並みの文脈

に沿い斬新なデザインによるアクセントを加えながら、

整備を行っている。壁箇保存による再生の事例ちある。

・居住地の再生

居住地の再生では、へ.ィγ氏から高層住宅を主体と

する公営住宅地を案内された。近代建築を象徴するモ

ダンスタイルの高層住宅が再建され、通りとピクトリ

?調の住宅デザインが復活レている。一部のブロック

では、複数の建築家の設計による分譲住宅群が完成し、

ぐの.氏設計の住宅もある。近隣商業センターは閉鎖

され、再生はおおきな課題だ。空いた教会はコミュ二

テイセンターに転用され、一部はケア付き老人住宅に

活用されている。当日は高齢者の方がダンスをしてお

り、ダンスをしないかと誘われた。

地区で、コミュ二テイといっしょに美術作昂をつく

る芸術家〔コミュ二テイ・アーテイスト〉ペデン女史

のアトリ工を訪ねた。彼女たちはこの地区の住民でも

ある。松ぽっくりをモチーフにレた車止めやグラスフ

ァイパーのレリーフなどの作晶がある。仲間のひとり

と帰路についだが、すれ違う地元の子供たちが、皆う

れしそうに彼にあいさつするのが印象的だった。

・ガパンヒル住宅協会

市役所の紹介で、 25年前から活動を続けているガ

パンヒル住宅協会を訪ねた。住民で、管理委員会のメ

ンバーのユーインクさんとファレルさんに小雨のなか

池区を案内していただいた。

この住宅協会の委員会は専属スタッフ、コミュ二テ

イ代表、サポートする専門家で構成されている。 18 

90年代の住宅が多く、当時は市蛍住宅と民間借家で

あったが、順次住宅協会の所有・管理に蛮わり、リニ

ュー7フルや建替えを適宜行っている。大規模な病院が

あったが、建物の 昔日は住宅協会によりアルコール依

醇症や未婚の母親のためシェルターに転用されている。

一部は民間住宅として活用するためコンペが実施され

ている。 1也域住民のだめ職業訓練を行うプログラムち

模討されている。

この住宅協会はコミュニテイベースで活動しており、

今後の居住地管理のあり方とレて興味深い。 2月の小

雨のなか親切に案内していただいたおふたりにほんと

うに感謝したい。
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ガパンヒル住宅協会のおふ定リ
1世紀前からある育名怠建築家股E十の集合住宅の前で

住宅局民間住宅課係長 矢島利久
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( 1ページのつづき]

A 男。えっ、いや、 コミュ二テ ィの大切さを学

びにきたんだろ。まちづくりの重要性とか。

B子 ちょっとは学習能力があるみたいね。

[ミュージ7フムを見学中]

A 男 いや一、市営住宅の再現はすごいねえ。

音はほんとに狭い家に住んでいたんだねえ。

B子 .でも、周辺の人と分かち合いながら生活

していた様子が当時そのものって感じがして感

動 !こんなところで醤油や昧噌を貸し借りして

たのよね。でもあなた、シアターで寝てたでレ

ょ 1ドラえもんシアターも感動的だったのに。

A 男 疲れてたちんで。失敏!だけど、まちに

砲を咲かせるゲーム。あれ面白かったねえ。

B子 ほんとに大事なことってわかつてないん

じゃないのつ(もうだめね!)コンパニオンさん、

このミユ ージアムのほかにどんなことをしてい

るのですか。

コンパニオン .その件につきましては、すまい ・

まちづくりフェア実行委員会事務局にご連絡し

ていただければくわしくご案内させていただき

ます。

B子.わかったわ。そちらに電話しよ。〔電話]

すみません。すまい・まちづくりフェアについ

てお聞きしたいのですが、ミュ ージ7フム以外に

どんなことをやっているのですか。

G 氏 はい。ミュージアムの西隣に住宅の建て

る行程を見学できる神戸市最大級の住宅展示湯

「まちなみモデルタウン」 を建設中です。

また、パンフにあるセミナー・イベントを随時

開催しております。ちうひとつ、まちを実際に

みていただき神戸のまちなみをラリー形式で実

感する 「きて・みて・こうべラリーJ(6月 17 

日は兵庫区で、9月の3連体にはファイナルラ

リー〕ち開催しておりますのでぜひともご参加

ください。

B 子.ヘ一、ちっと神戸とそこに住む人だちを

知りたいから、今度はラリーに参加しよ。

G氏 ありがとうごさいます。

B子 :ご親切にありがとうございました。

[電話を切る]

A男 行こう行こう。ぼくもラリ ーに行くよ!

B 子 ちうあなたとは行かないわよ。頼りない

んだから。他の人と行ってちょうだい。それじ

ゃあ、さよなら!

A男ーそ、そんなこと言うなよ。B子おー 1

てなことはないように、みなさん、楽しくすま

い・まちづくりフェアを堪能してください。

折り込みの冊子を見てね !

[問い合せ]

すまい・まちづくりフェア実行委員会事務局

Tel 078-333-3396 

まちづ〈明会館からのお知ら世-

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
5月 31 日(木)~6月 5B(火) 第 12回 KP展 (Hスァル画〕

6月 7 日(木)~1 2日(火) 第 2回 ，5iどつの会作昂展 (油彩〕

6月14 日(木)~1 9臼(火) 兵庫県富作家協会作品展

6月21B(木)~26 日(火) 燦月会油彩画展

6月 28 日(木)~7 月 3 日(火) ニ滴会」つベ書道展

こうべまちづくり会館 1階オーブンギャラリーの展示

| 6月 1日(金ト 30日向 |土砂災害防正月間展

図書販売のお知らせ

協働のまちづくり・すまいづくり

ー震災復興土地区画整理における共同建替の記録ー
￥1，500 

主 催 者

黒住節子

大西正雄

まちづくりセンター企画展

大木丈雄

ニj商会

l国工交通省六甲砂防工事事務所

別途送料を申し受けます。

申し込みは、当センターまで
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