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船坂観月会のお誘い 9 月 27 日(日)
９月２７日（日）中秋の名月の夜にコンサートを開き、きれいな月を見ながら会食をしたいと計画しました。
演奏は、フルート：平岡洋子さん、ギター：増井一友さん(大阪音楽大）です。
尚、
事前申し込みが必要となります。
定員は先着50 名です(入場料\1,000 食事付)。
チケットは、９月１６日(水)からランチルーム事務室で販売します。
雨でもランチルームで実施します。詳しくは別紙をご覧ください。
皆さんお誘い会わせの上お越しください。

(旧船坂小管理運営委員会)

今年は 11 月に陶芸祭を開催します
今年は船坂ビエンナーレがお休みです。
そこで、今年は「土と火と実りの里の芸術祭 in 西宮船坂 2015」(陶芸祭)を開催することとなりました。
現在、陶芸作家を募集しており、今年の陶芸祭は、阪神間の陶芸教室の先生や生徒さんたちにも参加してい
ただき、親子陶芸体験など各種親子で楽しんでいただけるイベントも開催する予定です。今年も、多数のご来
場をお待ちしております。

(船坂里山芸術祭推進委員会)

[開催期間] 11 月 6 日(金)～11 月 23 日(祝)の金・土・日・祝
[開催場所]

旧船坂小・田中邸茅葺古民家

[イベント]

11/ 8(日) 船坂ふれあい広場(収穫祭)
11/15(日) 船坂マルシェ、ハンドメイド WS
11/22(日) 野焼き、陶芸体験 WS

[おもてなし]
11/7(土)・14(土) ・21(土) 船坂カレー
11/22(日) そばランチ、23(祝) 船坂ランチ
古民家での抹茶(和菓子付)の提供も検討中。
また、会期中の土日祝には、ランチルーム前のテラスで船坂野菜や加工品を販売する予定です。

http://www:seiyoryori-funasaka.com/

盛り上がった船坂盆踊２０１５！
毎年８月１５日は船坂の盆踊り大会。平成２７年もそれは変わらず、天気にも恵まれて無事開催されました。今年

は例年より多くの人が集まったようで、自治会を筆頭に船坂各団体の頑張りが少しずつ報われてきてるのかも
…と感じられました。そんな盆踊りの風景をごくごく一部ですが写真とコメントでご紹介しますﾍ(^o^ﾍ)

盆踊り会場入り口付近。
受付ご苦労さまです〜。

音響と司会がなければ盆踊りもはじ
ほ〜ら、え〜っとさぁっさぁ 〜い！

まりません。裏方でガンバってます。

出店は祭りの大きな楽しみのひとつ。
年１回の 盆踊り 。久しぶり！元気にしてる？ 揃ってハイ ！チーズ！
あ〜、目つぶってしもたぁ〜〜〜

お店の人も買う人もほとんどが地域内
の顔見知り。

ﬁ

ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
盆踊りは久々の人が集まるいい機会。だから揃ってわいわいがやがや。
こうして船坂の夜は賑やかにふけていきました…。

<船坂住民数珠つなぎ>

地域活動で交流を

蘆田勝也さん

今回は７班、蘆田勝也さんのご登場。船坂卓球大会で一度お相手いただいたことがあるのですが、実力の差を見せ
つけられ、心の中で”へへ～っ”と平伏しました m(｡_｡；))m ｵｿﾚｲﾘﾏｼﾀ
―蘆田さんは生まれも育ちも船坂ということで…
蘆）親父もおふくろも船坂出身やから親戚も船坂にいてるんで、悪いことで
きへんねん（笑）。生瀬保育園・船小・山中・県西高ときて、大阪の専門学
校でてから家業（芦田建築）を継ぎました。通えるところばかりやったから、
今にいたるまで一度も船坂以外で住んだことがないんです。
―小さい頃の思い出って何かありますか？
蘆）僕らの世代は結構人数が多かったんやけど、ある時、生瀬保育園から帰りのバスに乗り遅れた時があって
…。その時に次のバス停までと考えたのか、いっそ船坂までと思ったのかはよく覚えてないんやけど、とにか
く「バスを待たずに帰ろう」となって、保育園児だけでぞろぞろ歩いたんです。幸い、船坂の人にたまたまそ
の姿を見つけてもらって無事に帰れたんやけど、ちょっとした騒ぎになったらしいです（苦笑）。
―今まで船坂に住んできて、一番苦労したことってなんですか。
蘆）交通の便が悪いってよく言われるけど、僕はずっと船坂やから不便とは別に感じてなくて、「これが当た
り前」って感覚かなぁ。一番苦労したのは僕が２７歳のころ、親父が亡くなった時かなぁ。その頃には大工仕
事は身についてたんやけど、見積もり作成とか事務的な仕事は父親が全部やっていて、僕はいっさい関わって
なかったんよ。せやから教えくれる人がいなくなったんで、残された書類だけを頼りに本当に真っ白な状態で
一から作業することになりました。当時は結婚して長男がまだ１歳ぐらいやったし、消防団にも入ることにな
って本当に大変でした……。
―消防団・交通指導員等の地域活動はどんな状況ですか？
蘆）消防は２名減少したけど新入団がなくて困ってます。今、消防の屯所移転計画で設計中なんで、今年度末
までに団員を増やしたいと思ってます。交通指導員はそもそもは地域住民のボランティア。西宮市と警察がお
おもとで、船坂では２名いてます。主に船坂を含めた山口町内の秋まつりや、さくら祭り・たそがれコンサー
ト・ほたるの夕べ等のイベント時に出動してます。
船坂には青年団がなく、地域のつき合いもごく狭い範囲の中でしかできない環境です。そのなかで交通指導員
や消防団は船坂地域という広い範囲で交流ができます。活動が大変で時間もしばられそうだから加わるのに躊
躇するかもしれないけど、船坂で一生暮らしていく、”終の住家”と決めてるような２０～４０歳台の若い人
たちは、地域活動の中に入って交流を深めるほうが、船坂で長く生活していくんやったら、絶対に得やと思い
ますよ。

（インタビュアー：中西学)

善照学園 お便り・発信・マンスリー
善照学園には、本体施設に 11 人、
「善照夢の架け橋」(船坂小学校交差点前)に 6 人、あわ
せて 17 人の幼児さん(2 歳～就学前)が生活し、5 人の担当職員(保育士)が支援しています。善
照夢の架け橋は今年 1 月から始まった地域小規模児童養護施設(グループホーム)です。地域
の空き家をお借りして、より家庭的な生活を目指しています。最近の課題は草とり。子ども
たちと抜いても×抜いても生えてくる草に奮闘しています。また、夏休みには、みんなで川
遊びをしたり、虫取りをしたりして過ごしました。遊びの中で、自然のすばらしさや命の尊
さを感じて欲しいなぁと思いながら、職員も虫嫌いを克服する日々です。
幼児担当は地域のみなさんとお顔を合わせる機会が少ないのですが、地域の一員として行事
などに参加したいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

船坂コミュニティーからのお知らせ
さて 8 月お休みさせて頂いていたカフェ・ランチも 9 月から再開します。ランチの時に販売しているジャムが好評
で品薄となっています。新しいジャムを作るべく加工グループで模索していますので、しばらくお待ち下さい。
９月１３日（日曜日） 船坂そばランチ

９月２０日（日曜日） 船坂カフェ

９月２７日（日曜日） 船坂観月会（中秋の名月の為、夕方から観月会で、演奏と夕食を楽しみましょう。
）
10 月 ４日（日曜日） 船坂ふれあいんぴっくの為カフェはお休みです。
10 月 11 日（日曜日） 船坂そばランチ

１0 月 18 日（日曜日）船坂カフェ

calendar（９/1２～１０/１１）

船坂のサークル活動
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船坂新聞編集委

運動会打合せ
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船坂カフェ
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老人クラブ定例会

船坂そば ランチ

自治会定例会
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[バレーボール]水 19:30
[テニス]水 10:00 土日 9:00
[グランドゴルフ]水金 (7-9 月)9:30 (その他月) 13:30
[野球]月 2-3 回 [ゴルフ]年 3-4 回
[ヨガ]月 10:00 火 19:30
[陶芸] 第２・４火

[カラオケ]第４土曜

[ちびっ子広場]第３日曜

[趣味作品]常設展 [たんぽぽ]第４日曜
県民広場 → [加工品] [そば] [ランチ] [カフェ]

)

稲穂が垂れはじめ、秋の虫の声
船坂に来て、半年。初めての夏でしたが、まさかこんなに暑

を聞き秋を感じる頃になりまし

い日があるとは～クーラーを設置してないので、母子で危な

た。

かったです＾＾；とはいえ、数日以外はとっても涼しくて、
夏バテ知らず。最高の夏でした◎
そして、この夏から船坂新聞編集に参加しました！編集長の
圧が予想以上ですが、ぼちぼち頑張ります[笑](岡本麻衣子)

夏の暑さに疲れた身体を、秋の
山の幸が癒してくれます。
新米、栗、さつまいも・・・・・
楽しみですね。

(八濱雅彦)

船坂観月会
日

時

9 月 27 日(日) 18:00～21:00 雨天決行

場

所

旧船坂小ランチルーム

入場料

\1,000(食事付)

先着定員 50 名です。
9 月16日(水)からランチルーム事務室で入場券を販売

プログラム

しますので、お買い求めください。

18:00～19:00 演奏
フルート：平岡洋子 ギター：増井一友

19:00～21:00 お月見とお食事

(飲物は各自ご持参ください)

関西を中心に独奏者、室内楽奏者、オーケストラ奏者として多数の演奏会に出演。
イタリア演奏旅行を機に結成された SAKURA ジェンヌを基盤に、2008 年からはプロジェクト
『SA・KU・RA』として活動を一つの流れに整えている。京都芸術祭コミュニティ賞受賞。
現在 関西室内楽協会 大阪チェンバーオーケストラメンバー。京都バッハゾリステン。
日本フルート協会理事。大阪音楽大学非常勤講師。
西宮音楽家協会、西宮文化芸術協会、ムジカＡ音楽協会会員。プロジェクト『SA・KU・RA』主宰

平岡 洋子
ギターを田部井辰雄氏に師事。その後、世界の巨匠達のマスタークラスに参加しレッスンを受け
る。神戸芸術文化会議主催 KACC コンサートオーディションに合格。第７回日本ギターコンクール
第３位。第２回ホセ・ルイス・ゴンサレス国際ギターコンクール第１位、アメリカ・マルティネス国際ギ
ターコンクール第１位などの受賞歴がある。03 年春にソロＣＤ「さくら恋して」を発表。また NHK 朝
の連続ドラマ「てるてる家族」にてギターの演奏を担当する。05 年秋、２枚目のＣＤ「ノスタルジー」
をリリース。07 年４月にはドイツの３都市でソロコンサートを行い、武満徹や吉松隆などの邦人作曲
家のギター作品を紹介した。大阪音楽大学講師。

増井 一友
主催：旧船坂小管理運営委員会 TEL078-904-1971(水金土日のみ)

