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船坂新聞船坂新聞船坂新聞船坂新聞がががが盛盛盛盛りりりり上上上上げげげげ隊隊隊隊ホームページホームページホームページホームページでででで読読読読めるようにめるようにめるようにめるように            

船坂の皆様、創刊号をお読みいただいて、いかがでしたか。 

おもろいことを始めたな いいアイデアやな 今まで知らんかったことが書いてあってう

れしい などの声をお聞きしました。そして、発行者の連絡先が書いてないやんと、言われ

る方もたくさんおられました。申し訳ありませんでした。 

 そこで、私たちは創刊号を発行したあと、ホー

ムページの作成にとりかかり、右のようなホーム

ページをインターネットから見ていただけるよ

うにしました。 

 インターネットでこのホームページを開いて

いただくと、船坂新聞ボタンと船坂の写真ボタン

があり、それを押すと新聞を読んだり写真を見た

りすることができます。また、”船坂紹介”や船坂

にある飲食店や施設のホームページへのリンク

を開いてみることもできます。 

 ＵＲＬは、http://homepage3.nifty.com/nishinomiya-funasaka/index.html です。「船坂

新聞」で検索していただき「index.html」をクリックすると開けますよ！ 

船坂新聞船坂新聞船坂新聞船坂新聞へのへのへのへのごごごご意見意見意見意見やややや感想感想感想感想などはなどはなどはなどはメールメールメールメールでででで    

船坂新聞に関するご意見や感想はメールでお届けください。メールアドレスは、

funasaka.moriagetai@gmail.com （ふなさかドツトもりあげたい＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）で

す。ホームページのトップページからもメールが書けますよ！ 

    各団体の行事日程、各施設でのイベント、飲食店でのコンサート、個人のお祝い事など船坂の皆さ

んにお知らせする情報をメールでお送りいただけますようにお願いします。メールをいただければ取

材にお伺いすることもしたいと考えております。 

（本文への営業用記事は、１，０００円程度の広告料をお願いします。） 

 なお、新聞発行の印刷費を捻出するために、企業の皆さまに広告掲載（６ヶ月間掲載３，０００円）

をお願いしております。メールでご連絡いただければお伺いしますのでよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 



        １１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（日日日日））））はははは山王神社山王神社山王神社山王神社のののの秋祭秋祭秋祭秋祭りりりりですですですです    

１１月２３日（日）は、山王神社の秋祭り。神社役員や自治会役員がいま懸命に準備中。 

秋祭りのハイライトは神輿巡行。朝１０時ごろ山王神社を出発し

て、昼過ぎまで船坂地域を練り歩く。神輿巡航には、ハッピを着た

子どもたちと母親も列をつくる。 

トントン・カンカンと太鼓と鉦（かね）の音が聞こえてきたら、

家族総出で戸外へ出て出迎えよう。船坂に住む人、船坂で働く人、

みんなで船坂の秋祭りを盛り上げよう。 

 

船坂山王神社船坂山王神社船坂山王神社船坂山王神社のののの歴史歴史歴史歴史紹介紹介紹介紹介    

山口村誌より 

天正始め（1578～9 年）の頃、織田信長が羽柴秀吉に命じて播州三木城を攻略させた時、赤松氏

の家臣小野三郎は西尾の砦（城山）を守っていたが、一村ことごとく兵馬に蹂躙され当社も又兵火

の難に遭った。これは別所長治の祈願所であったから当然のことである。その際、古文書、旧記、

宝物ことごとく焼失したので、今は創建以来の事歴は詳かではない。 

 年中行事の秋祭りには、馬場先において盛大な馬遊びの行事があった。古雅にして勇壮をきわめ、

遠近よりの観客でにぎやかであったが、現在は中絶している。この神社の氏子は、古来薬を打つの

に槌（つち）を使わず、必ず他器（杵(きね)）を使用したことである。これはここ氏子が大己貴命

（おおなむちのみこと＝大国主命＝大黒さま）の神威を恐れてのこと

であると言い伝えられている。歴代社掌については記録がないのでわ

からない。ただ、明治末年、児玉繁造（有馬町温泉神社社司）が兼務

し、以降も続いている。 

船坂村地誌（明治１７年４月）より 

承応２年（１６５３年）村中ノ人民之ヲ創建ス。一村ノ鎮護タリ。 

慶応２年（１８６５年）村中ノ人民境内末社大神宮ヲ創建ス。 

 

 

 

 

船坂船坂船坂船坂グラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフグラウンドゴルフ大会大会大会大会（（（（１０１０１０１０月月月月２６２６２６２６日日日日））））    

 １０月２６日（日）ＳＣ（スポーツクラブ）２１船坂主催のグラウンド大会が、船坂小学

校の校庭で行なわれた。本来なら８コースだが、校庭の大きさから、４コースを作り２周し

て１試合となるようにした。あいにくの空もようで、途中雨となったが、グラウンドゴルフ

部の指導のもと、小学校の先生・子ども・地域の方たち３４名の参加で２試合をすることが

できた。詳細はＳＣニュースで。 

西宮市西宮市西宮市西宮市のののの大会大会大会大会にもにもにもにも出場出場出場出場しますしますしますします！！！！    

そのグラウンドゴルフ部、昨年度４月より立ち上げ、今年からは西宮市の 

大会に出場するようになった。１１月１６日（日）の西宮市の大会にも３チ 

ーム１２人が出場する。結果は次号のお楽しみに！       （眠り犬） 

 



 

 

１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日のののの    船坂船坂船坂船坂ふれあいふれあいふれあいふれあい広場広場広場広場大盛況大盛況大盛況大盛況！！！！    

５回目を迎えた今年の船坂ふれあい広場が１０月１９日（日）、快晴のもと船坂小学校校庭

で開催された。今回は、小さな小さな音楽会企画委員会も協賛して、４グループのバンドに

よる野外コンサートも開かれた。 

開会時間の１０時には、会場は船坂内外からの

人達で賑わい始め、用意した駐車場はすぐに満車

に。取立ての野菜や黒豆は３０分足らずで売切れ

てしまうという勢い。ジャズバンドの演奏が始ま

ると、客席に座った大勢の聴衆はリズムに合わせ

て手拍子。 

出店では、大工のおっちゃんがたこやきを焼き、

サラリーマンは会社から借りてきたという機械

でポン菓子を作る、船坂産だけで作ったパン・ゼ

リーを売るお母さん。喫茶店店主は手焼きケーキ

を。植えるところから考えて育て上げた作物を大

声で売る”船坂小店”の小学生たち。古道具類を並

べる娘さんたちは古民家再生ボランティアの武

庫川女子大その他の学生さんたち。どの店にも客

があふれる。 

昼前、手打ち蕎麦屋さんが店開きすると長蛇の

列が。地元産の蕎麦を地元の有志が早朝から手打

ちした８割蕎麦２００円だ。真打は、かやく握飯

の振る舞い。無料とあってこちらにも長蛇の列。

その間も演奏は続く。沖縄民謡、子ども向け・大

人向けの身近な音楽、最後

は再びジャズ演奏。２時間

３０分に及ぶコンサートの

総合司会を務めてもらった

米田和正さんありがとう。 

来年は、南北バスが開通

する。今年以上に市街地の

人たちも参加されることが

予測される。来年のふれあ

い広場は一層盛り上がりそ

うな気配だ。 （雑木庵） 

 

編集後記 ふれあい広場はすごい盛り上がりでした。神戸新聞・毎日新聞そして西宮流（にしのみやスタ

イル）の各記者が取材に来られました。おかげさまで船坂新聞もマスコミに注目され始めました。 

 

先日のふれあい広場に私たちは今年も寒天

ゼリーのお店を出展しました。私達のお店で

は船坂に関する２点のこだわりがあります。 

ひとつは、船坂の野菜や果実を使うという

こと、畑の野菜に加え果実もたくさん実って

いる船坂。その実りを材料の一部として使っ

ています。今年は多くの方々のお陰で１３種

類もの野菜と果実を使うことができました。 

もうひとつは、寒天を使うということ。今

では船坂の寒天は手に入りませんが、懐かし

さと船坂らしさが感じられたらという思いか

らです。今年は３名の方のご協力を得て、パ

ン・お菓子・ジュースとバリエーションを増

やすこともできました。少しずつ輪が広がり、

年に一度のイベントで船坂を盛り上げられた

ら嬉しいです。当日は野外コンサートもあり、

お客さんもたくさん来ていただいて私達も楽

しんで売ることが出来ました。また来年もみ

んなでお店を出すことができたらいいなと思

います。   （亥角さくら 平井ちゑ子） 



 

 

    船坂行事船坂行事船坂行事船坂行事カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー      

 テ：テニス  バ：バレーボール  グ：グラウンドゴルフ  ヨ：ヨガ  クォ：クォーターテニス 

 日 月 火 水 木 金 土 

29 テ・バ・グ 30  31   1111      

           ２００８２００８２００８２００８年年年年    
    

老友散策   

壷阪寺         

2222    テ テ・ヨ 4444    ヨ 5555    テ・バ・グ 6666      7777    グ 8888    テ・クォ 3333

祝                   野球部試合 

廃校説明会                     

アートイン  

船坂 

9999    テ 10101010    ヨ 11111111    ヨ 12121212    テ・バ・グ 13131313      14141414    グ 15151515    テ 

                自治会定例会 

ＳＣハイキング             

ことぶき号   

淡路夢舞台     

船坂蕎麦  

収穫作業 

16161616    テ 17171717    ヨ 18181818    ヨ 19191919    テ・バ・グ 20202020      21212121    グ 22222222    テ・クォ 

                
西宮グラウン

ドゴルフ大会 

古民家再生             

 
老人クラ

ブ定例会 
    

23232323    テ ヨ 25252525    ヨ 26262626    テ・バ・グ 27272727      28282828    グ 29292929    テ 24242424

祝                   山王神社  

秋祭り                     

テニスクラブ 

合宿 

30303030    テ 1111    ヨ 2222    ヨ 3333    テ・バ・グ 4444      5555    グ 6666      

                       

１１１１１１１１

月月月月    

テニスクラブ 

合宿                         

7777    テ 8888    ヨ 9999    ヨ 10101010    テ・バ・グ 11111111      12121212    グ 13131313    テ・クォ 

                           

                            

14141414    テ 15151515    ヨ 16161616    ヨ 17171717    テ・バ・グ 18181818      19191919    グ 20202020    テ 

    cafe ベルグ     
自治会定例会 

    コンサート     
   

農地農業を考

える会定例会 

21212121    テ 22222222    ヨ ヨ 24242424    テ・バ・グ 25252525      26262626    グ 27272727    テ・クォ 23232323

祝 ベルグ                 古民家再生 

定例工事 

老人クラブ

定例会 コンサート                  

28282828    テ 29292929    テ 30303030    テ 31313131    テ 1 テ 2 テ 3 テ 

                      

１２１２１２１２

月月月月    

                

AM 0:00～  

山王神社初詣         


