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こうべまちづくり会館ニュース

あーばんとーく

■こうべまちづくり会館開館15周年記念イベント開催中（P.1）
■平成20年度小学校総合学習「まち発見」（P.2）
■神戸らしい眺望景観１０選を訪ねて「雌岡山からの眺め」／景観セミナーのご案内（P.3）
■お知らせ ほか（P4）
発行：神戸市立
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バックナンバーはこちら

http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp/matisen/

こうべまちづくり会館開館１５周年記念イベント開催中
■1/31 記念フォーラム
「まちづくりの若き担い手、おおいに語る」

JICA 兵 庫 ／
国際防災研修セ

第１部では、
「新開
地まちづくりＮＰ
Ｏ」の西島陽子さん、
御蔵通「まち・コミ
ュニケーション」の
戸田真由美さん、
「乙
仲通まちづくりコン
ベンション」代表の
山本公平さんから、
「わがまちづくりを語る」と題して、それぞれの取り
組みが報告されました。
続く第２部では、会場の参加者も交えて、様々な質
問・意見が飛び交い、熱気あふれる活発な意見交換と
なりました。

■2/1 講演会とワークショップ
「マンションと地域の共生～PartⅡ」

東・アジア5ヶ
国から研修員7
名を受け入れ実
施している研修「自然災害からの復興戦略～阪神・淡
路大震災からの教訓」の一環として、K-TEC（神戸
防災技術者の会：神戸市ＯＢと現役職員で構成）との
意見交換会が行われました。研修員による各国の災害
報告や、当時、市で現場の実務を担当したK-TECの
メンバーによる質疑応答などを行い、自然災害やその
対応への認識を共有しました。

■2/15 こうべまちづくり学校＜特別講座＞公開フォーラム
「ひろがる×ひろげるまちづくり
～新たなまちづくりの参加手法をまなぶ～」
地域の中で、従
来の「ルールづ

は、関西福祉科学大

くり」「ものづ

学の斉藤千鶴教授か

くり」だけでな

ら「地域福祉のコミ

く、新たな試みに取り組んでいる、若手まちづくりコ

ュニティ形成」と題

ンサルタント、松原永季さん（スタヂオ・カタリスト）、

して、住吉呉田まち

吉川健一郎さん（コー・プラン）、田中正人さん（都

づくりの会堀口裕司

市調査計画事務所）の３人から、各地域でのまちづく

事務局長から「マン

り活動について、取り組みの“総合性”や各プロセス

ションと地域の共

における“参加手法”などの切り口から報告がありま

生」と題して講演が

した。

ありました。
第２部では、「自治会とマンションとの接点をどう
確立するか！」をテーマに神戸まちづくりワークショ
ップ研究会の西修氏のコーディネートでワークショ
ップが開催され、多くの方の参加を得て大変盛り上が

■2/11

～2/27に、中

第１部では、

第１部の講演会で

りました。

ンターが1/21

第２部では、
「今の私たちに
できること」をテ
ーマに、若手コン
サルタントと会
場の皆さんとの

K-TEC×JICA研修生意見交換会

意見交換を通じて、新たなまちづくりの輪をいかにし
て拡げるかを探りました。
-1-

あーばんとーく No.139 2009/3

子供たちに「まちの魅力」を
～平成 20 年度小学校総合学習「まち発見」～
こうべまちづくりセンターでは、小学校の総合学習
の時間を使った「みちの学校・私たちのまち発見」で、

■12/19

西落合小学校（須磨区）

スライドを用いた「まちの学習」と校外に出ての「ま

ニュータウンの生い立ち、

ち探検」を行っています。平成20年度は、11校の3

ベルトコンベアによる埋め立

年生を対象に実施しました。平成２１年度も４月に実

て土砂の運搬などについて学

施校を募集予定です。

習しました。

■5/22

■6/6

鈴蘭台小学校（北区）

■1/22

丸山小学校（長田区）

山の斜面にできた「まち」

源平の史跡、六甲山隆起を

と「ニュータウン」の違い、

示す丸山断層、丸山のまちづ

洪水調整池の役割などについ

くりについて、明泉寺住職の

て学習しました。

お話も交えて学習しました。

長田南小学校（長田区）

■2/16

西郷小学校（灘区）

戦災と震災の二度にわたる

■6/21

旧西国浜街道、酒蔵と製鉄

復興区画整理の歩みと、交通

のまち、阪神電車の線路敷跡、

の要衝である新長田について

都賀川、小学校のルーツなど

学習しました。

について学習しました。

板宿小学校（須磨区）

■2/19

大池小学校（北区）

区画整理事業によるまちづ

■11/18

■12/2

農村とニュータウンの違い、

くり、無電柱化、地下鉄、山

武庫川流域と加古川流域を分

陽電車の地下化などについて

ける分水嶺、小学校のルーツ

学習しました。

などについて学習しました。

浜山小学校（兵庫区）

■2/20

本庄小学校（東灘区）

地元まちづくり協議会会長

西国浜街道、阪神電車の連

のお話も交えて、区画整理に

続立体交差事業、広域避難場

よるまちづくりや兵庫運河の

所の公園、小学校のルーツな

歴史などについて学びました。

どについて学習しました。

東灘小学校（東灘区）

■2/26（予定）

西国浜街道や魚屋（ととや）

美野丘小学校（灘区）
校区内に数多くある社寺仏

道、阪神電車の連続立体交差

閣を巡り、祥龍寺住職のお話

事業、小学校のルーツなどに

を聞くほか、小学校のルーツ

ついて学習しました。

などについて学習します。

あなたも参加してみませんか？ ボランティア・スタッフ募集中
こうべまちづくりセンターでは、
「みちの学校・私たちのまち発見」のお手伝いをしていただけるボランテ
ィア・スタッフを募集します。近日中に説明会を開催する予定ですので、ぜひやってみたいという方、興味
のある方は、下記までご連絡ください。
問い合わせ先：こうべまちづくりセンター 栗田（078-361-4523）
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めっこさん

神戸らしい眺望景観 10 選を訪ねて

「雌岡山からの眺め」

～ここから眺める豊かな田園風景は格別です～
神戸にはほんとうに様々な顔がありますが、おそら
く神戸と聞いて田園風景をイメージする方は少ないの
ではないでしょうか。
ここは神戸市西区を代表する眺望スポット。豊かな
田園風景が広がる西区を代表する景色が楽しめます。
山のてっぺんなのですが、車でもアクセスが可能なの
が嬉しいです。山上の神出神社境内の展望台からは、
おっこさん

雄岡山や世界一の明石海峡大橋、その先の淡路島など
を望むこともできます。ほぼ毎日登っているという方
に伺うと、最近では遠方からの登山者もあるとのこと。
ちなみに、遠くから眺めると子牛の角の様に見えた事

・JR大久保駅よりバス「神出中学校前」か「雌岡山口」下車 徒歩20分
・地下鉄西神中央駅・JR明石駅よりバス「老ノ口」下車 徒歩5０分
・神戸電鉄粟生線「緑が丘駅」下車 徒歩6０分

おご

めご

から雄岡山は男牛、雌岡山は女牛といわれたそうです。
田園風景は日本人の心の風景。まちの生活に疲れた
ら、気分を変えに、雌岡山からの景色を見に行きませ
んか。なつかしい記憶がよみがえり、思わず感傷に浸
ってしまうかもしれません・・・それも、たまにはい
いものです。
（都市計画総局計画部景観室）

眺望景観連続セミナーのご案内
神戸は、神戸港と六甲山の山並みが市街地と一体となった景観や、西北神地域の豊かな自然と田園集落の景
観など、変化に富んだ素晴らしい眺望景観に恵まれており、これらは神戸のまちの魅力の重要な要素となって
います。神戸市では、現在、この優れた眺望景観を次世代へ引き継いでいくための施策を検討していますが、
その実施には、市民や事業者のご理解・ご協力が不可欠です。そのため、このたび、下記のセミナーを企画い
たしました。みなさま、奮ってご参加ください。
日
時
3 月 28 日（土）
午後 2 時～3 時 30 分
4 月 25 日（土）
午後 2 時～3 時 30 分
5 月 30 日（土）
午後 2 時～3 時 30 分

6 月 27 日（土）
午後 2 時～5 時

講

師

神戸大学大学院工学研究科助教

栗山 尚子 氏

神戸大学大学院工学研究科准教授

三輪 康一 氏

京都市立芸術大学美術学部准教授

藤本 英子 氏

神戸フィルムオフィス代表 田中 まこ 氏
【パネルディスカッション】
神戸フィルムオフィス代表 田中 まこ 氏
京都市立芸術大学美術学部准教授 藤本 英子 氏
大阪大学大学院工学研究科准教授 福田 知弘 氏
㈱神戸クルーザー代表取締役社長 南部 真知子 氏
神戸大学大学院工学研究科准教授 三輪 康一 氏

内
容
眺望景観とは？眺望景観保全政策の
事例を通して
神戸の景観特性、神戸らしい景観に
ついて
景観と屋外広告物のデザイン
神戸のまちの魅力と景観

神戸らしい眺望景観の形成に向けて

場
所：こうべまちづくり会館2階ホール
定
員：80名（参加無料） ※事前申込必要
申込方法：往復ハガキ、FAX、インターネット（http://www.city.kobe.jp/cityoffice/33/33/keikan/seminar.html）
のいずれかでお申込ください。
申込締切日：平成21年3月19日（木）必着
申 込 先：〒650-8570（住所不要）
神戸市都市計画総局計画部景観室 TEL：322-5484 FAX：322-6096
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まちづくりイベントのご案内
須磨発「君は、このツアーに耐えられるか？」

「須磨の地」探訪ツアー
２００９年４月４日（土）

須磨区内のまちづくり活動地区を訪れ、その「文
化・歴史性」に触れ、まちの「地域力」を感じ、くらし
の「実際」を体感していただく、まち歩きツアーです

１３時３０分～１７時頃

13：00
13：30

定員３０人（先着順）
申込締切 ３月２２日（日）
※参加申込書は、各区役所、すまいるネット、
こうべまちづくり会館で配布しています

17：00頃
主 催

参加申込は、FAX または E-メールで下記まで
いきいき下町推進協議会事務局（社団法人兵庫県建築士会 担当：安川）
FAX：
（０７８）３２７－０８８７ E-メール：yasukawa@hyogo-aba.or.jp

後 援

山陽電車「東須磨駅」南集合
東須磨駅南スタート
高尾台
須磨北町
月見山本町
若宮
須磨駅ゴール

いきいき下町推進協議会
すまいるネット
須磨区役所
こうべまちづくり会館

まちづくり会館 展示のお知らせ
1階オープンギャラリーの予定
期

間
3月

４月
５月

テーマ ・ 内 容
こうべまちづくり学校パネル展
（～14日）神戸まちなみ緑花コンクール
（15日～）神戸ビエンナーレ2009
日本で最も安全なすまいのまち“神戸”をめざして

主 催 者
神戸市都市計画総局
神戸市公園緑化協会
神戸市国際文化観光局
神戸市都市計画総局

※展示期間が変更になる場合があります。

地階ギャラリーの予定
期
2月26日(木)
3月6日(金)
3月13日(金)
3月19日(木)
3月26日(木)
4月2日(木)
4月9日(木)
4月16日(木)
4月23日(木)

～
～
～
～
～
～
～
～
～

間
3月3日(火)
3月10日(火)
3月17日(火)
3月22日(日)
3月31日(火)
4月7日(火)
4月14日(火)
4月21日(火)
4月28日(火)

テーマ ・ 内 容
きんもくせいの会展<油彩・水彩他>
ぐるーぷ ひらの 油彩展
ドキドキ展<水彩・書道他>
第１回 墨咲会 水墨画・墨彩画展
兵庫倶楽部写友会 写真展
第54回 木曜会 作品展<油彩・水彩>
木彩会 洋画作品展<油彩・水彩他>
旅の水彩画－東山良彦・三浦雄次 ２人展－
いくた１５人展<油彩>

主 催 者
きんもくせいの会
ぐるーぷ ひらの
もとまちハートミュージアム２００９
墨咲会
兵庫倶楽部写友会
木曜会
木彩会
東山良彦・三浦雄次
いくた１５人会

※初日、最終日は展示時間が変更になる場合があります。

開館時間：午前10時～午後6時（水曜日休館）
場
所：元町商店街４丁目西端の南側角
地下鉄海岸線「みなと元町駅」西1出口から北へ1分
神戸高速「花隈駅」東口から南へ3分
「西元町」東口から東へ5分
ＪＲ・阪神「元町駅」西口から西へ８分

〒650-0022 神戸市中央区元町通４丁目２-14
電話：078-361-4523 FAX：078-361-4546
ホームページ http://www.kobe-toshi-seibi.or.jp

コミュニティ相談センター（まちづくり会館４Ｆ）
自治会の会報等の印刷サービス、運営等の相談
受付：午前10時～午後6時（水曜日休館）
ただし、印刷は5時まで
電話・FAX：078-361-4565
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