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この4月船坂地域の子どもたちが、山口小学校に5名、山口

中学校に8名、ピカピカの1年生になりました。

元気で楽しい、そして実り豊かな学校生活を送られますよう、

心より祈っております。 地域の皆様！ これからも子どもたち

の成長を暖かく見守ってくださいね。 （鮫貝季子）

小学校入学 梅原咲月・八濱瑞希・善照学園男子1名、女子2名 計5名

中学校入学 一氏美優・坂本康太・西山祐紀・善照学園男子4名、女子1名 計8名

文芸サークル展始まる!!
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船坂文芸サークルでは、第１回 趣味の作品展が始まりました。

場所：ＪＡ兵庫六甲船坂 ふれあい会館 ※ＪＡバンク側からお入り下さい。

期間：３/２２（火）～５/６(金) ３０日間 ※平日のみ １０時～１５時

以上１８名１団体の皆さんにより２３点の素敵な作品が展示してあります。

平日の３０日間展示してありますので、一度足を運んでみて下さいね。 (亥角さくら）

文芸サークル展始まる!!

作品出展者

・有原和代

・北福康子

・坂田芳郎

・坂本茂

・柴原タネ子

・善照学園

・中西博子

・牧野いつ子

・椴木三重子

・山崎昌子

・亥角洋子

・坂口洋子

・坂田礼子

・清水一光

・島津久美子

・中尾祐次郎

・野口品子

・宮本和子

・山崎早苗
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約１年ぶりに小さな小さな音楽会を開催します。
今回は、あの有名な兵庫芸術文化センターオーケスト
ラ団員の中から、トランペット・トロンボーン・チュー
ーバ・ホルンの金管楽器奏者５人が、船坂を元気づけに
やってきていただけることとなりました。
子どもさんからお年よりまでお馴染みの曲目を中心に
演奏していただきますので、ご家族お友達おそろいで金
管演奏をお楽しみください。入場無料です。
詳しくは別紙チラシをご覧ください。

４月２４日(日) 小さな小さな音楽会

と き 平成２３年４月２４日(日) 午後３時００分から
ところ 旧船坂小体育館
曲 目 サウンドオブミュージック、亜麻色の髪の乙女、となりの

トトロ、崖の上のポニョ、トランペット吹きの休日
(小さな小さな音楽会in船坂企画委員会)

船坂コミュニティールーム４月１３日船坂コミュニティールーム４月１３日
船坂新聞の前号で紹介された通り、４月１３日(水)からランチルームを「船坂コミュニティールー
ム」として地元の管理運営委員会が運営します。約３０人の管理スタッフが交代でランチルーム
に詰め、受付や清掃など施設管理に当たります。
まずは、毎週、水・金・土・日曜日の９：００－１７：００間、ランチルームを開放しますので、休憩
やおしゃべりの場として気軽にご利用下さい。コーヒー、紅茶、お茶などを格安で準備していま
す。また、グラウンドも同時間帯は「公共の広場」として開放します（水・金1:30～3:00除く）。
５月からは、船坂の多くの人が楽しんで自由に集える“場”を目指して、ランチやカフェや歌声
喫茶、映画会などを企画運用していきますので注目をお願いします。詳細が決まれば５月号の

）会員委営運理管設施跡小坂船（。すましせら知おでどな聞新坂船

舟坂橋バス停が少し移動しました
船坂の子どもたちが、山口小学校へバスで通学し始めて１年経ちました。
バス停「舟坂橋」への行き帰りの安全対策のために行われている歩道拡幅工事は、間もなく終
わりますが、これに伴い、南方面行きのバス停が少しセブンイレブン側に移ります。
なお、移動後は、新歩道幅の関係で待合室（自治会所有）を撤去せざるを得ないそうです。

兵庫芸文センターオーケストラがやってくる

船坂コミュニティールーム４月１３日(水)からオープン

舟坂橋バス停が少し移動しました

画像削除



船坂三古道の道しるべ出来る

船坂の数か所に道しるべ（道標）のあることをご存知

でしょうか。

今般、（財）山口徳風会のご支援により船坂を経由し

た3古道の整備と道標を設置しました。尚、整備、施工

は迫水建設（株）にお願いしました。

３古道とは、湯山街道、清水谷道、船坂谷道の3本の

ことです。

湯山街道は皆さま良くご存じのように、飛鳥時代から

湯山（有馬温泉）への主要街道として多くの旅人が往

来しました。

清水谷道は船坂峠を越えて鷲林寺へ抜ける街道

で、「船坂間道」とも呼ばれ、しばしば生瀬の関といざこ

ざを起こしています。西宮への買い物や、西宮郷の酒

蔵へ丹波杜氏が通った道です。道沿いには鉱山の試

掘の記録も多くありますが、長い年月の間に埋もれて

その跡は見当たりません。今は六甲縦走路へのハイキ

ングコースとして賑わっています。今回、約1ｍ位の幅

で整備しました。
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掘の記録も多くありますが、長い年月の間に埋もれて

その跡は見当たりません。今は六甲縦走路へのハイキ

ングコースとして賑わっています。今回、約1ｍ位の幅

で整備しました。

船坂谷道は船坂川沿いの街道で「石の宝殿」へ抜け

ます。石の宝殿へは、古くは、雨乞いに通っています。

途中に、”大岩”・”川上の滝”・”屏風の滝”などがありま

す。また つつじや馬酔木の群生地もあり、船坂橋から

六甲へのハイキングコースとして利用されています。

今回、川上の滝までは約２ｍ、それからは約１ｍ幅で

整備しました。 川上の滝までは一般の方でも楽に行け

ますが、それからは ややきついコースになります。

ハイキングには、絶好のシーズンです。爽やかな、山の緑風に吹かれて、弁当を持ってちょっと歩

いてみませんか。体力の維持にも、気分転換にも役立ちますよ。

そして、どこに道標が立っているか探してみて下さい。

湯山街道には4本、清水谷道と船坂谷道には、それぞれ3本ずつあります。

少しでも昔の船坂の風情を思い浮かべる一助となれな幸甚です。

将来は、マップを作成し、案内パネルを設置する予定です。乞う！ご期待を

（与志朗）

４月２１日午後６時３０分

３周年記念コンサート

弦楽五重奏と並河寿美

４，０００円
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出展希望者は２月２７日（日）に集まってください！

3月27日(日)図書ボランティア「たんぽぽ」で、幼児さ
ん達と船坂公園へつくし摘みに行きました。
ところが、今年の冬は寒かったせいかつくしの姿が…。
でもよく見るとありました、まだ伸びていないけど小さな
つくしが、あそこやここに。
その日は、学生ボランティアの皆さんが6人も来てくれ
たので、お兄さんやお姉さんに応援して貰いながら、
つくしを見つけ、たくさん集めて得意げな子も。
つくし摘みの後は、大きな輪になって「かごめかごめ」
などをしたり、遊具で遊んだり。
ボランティアの皆さんのお陰で、子ども達は元気一杯

山のパン屋の向かいにある糀釡(こうじがま)の陶芸家：長瀬真
弓さんのご好意で、指導料無料の陶芸クラブが３月に発足しまし
た。同クラブでは仲間を募集中です。あなたも陶芸を楽しんでみ
ませんか？希望者は、直接定例日にお越しください。
定例日 毎月第２・第３火曜日 午前１０時～１２時
場 所 船坂コミュニティールーム（ランチルーム）
費 用 粘土代実費１，０００円

出展希望者は２月２７日（日）に集まってください！
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船坂のサークル活動

ボランティアの皆さんのお陰で、子ども達は元気一杯
早春の船坂公園を満喫しました。 （平井 ちゑ子）

編集後記
この度の大震災本当に心が痛みます。テレビ・新

スを見ているときと違う感情で帰ってくる日まで眠
れない日々でした。娘はあまり多くは語りませんが、
私達が画面で見ているより大変だったそうです。個
人では募金ぐらいしか出来ませんが頑張っていた
だきたいと思います。（黒木富美子） で来てくれるのです。（八濱雅彦）

船坂陶芸クラブが発足しました
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船坂のサークル活動

早春の船坂公園を満喫しました。 （平井 ちゑ子）

たんぽぽでつくし取りへ

編集後記
この度の大震災本当に心が痛みます。テレビ・新
聞を見るたびに涙しました。娘が仕事で６日間ほど
宮城に行きましたが、親とは勝手なもので、ニュー

だきたいと思います。（黒木富美子）

東日本大震災からもう一カ月が経ちました。避難
中の方々は今ある命をつなぎとめるだけしかでき
ないと思います。家族の死、倒壊した家、無くなっ
た思い出の品、そしてこれからの不安考えるだけ
で途方に暮れてしまうことでしょう。今できることは、
過去も未来でもない今だけを見て生き抜いていっ
て欲しいと願います。時が必ず新しい幸せを運ん
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（船坂小跡施設管理運営委員会からお知らせ） 

船坂コミュニテイルームでのランチ、喫茶について 

４月１３日から、船坂コミュニティルーム（旧ランチルーム）がオープンしま

す。船坂のみなさん、お気軽にご利用ください。全て椅子席です。 

 

〇自由喫茶（４月１３日から） 

・毎週水・金・土・日の１０時～４時、ランチルームで各自自由にコーヒー・紅

茶（いずれも１００円）を飲みながらお仲間と歓談をお楽しみください。ドリッ

プ式インスタントコーヒー、ティーパックを用意しております。 

 

〇ランチ（５月１日から月２回） 

・５月から月に２回、日曜日の昼にランチを用意します。３００円程度で検討し

ています。みんなでワイワイ昼食を楽しみましょう。 

・第１回目は、５月１日（日）です。午後０時から先着２０名様分

を提供します。 

 

〇カフェ（５月８日から月２回） 

・５月から月に２回、日曜日の午後に本格的コーヒー、紅茶をお入れします。お

菓子も用意する予定です。価格は検討中ですが、なるべく安くしたいと思います。 

・第１回目は、５月８日（日）です。この日は午後２時から、コミュニティルー

ムのオープニングを祝って「うたごえ喫茶（無料）」をみんな

で楽しみ、そのあと希望者にコーヒー･紅茶（有料）をお出し

します。 


