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！ 『家族のような関係になりたい』
船坂にスリランカ料理店オープン

10月16日、船坂にスリランカレストランがOPENしました。名前は“LittleLanka”。盤滝トンネルに向か
う交差点の北側にお店があります。オーナーのシャンタさんは5年前に日本へやってきました。その
時に広島の山奥で料理のお仕事をしていて、自分でお店を持つときは自然の中がいいという思い
があり、偶然にも船坂にたどり着いたそうです。地域の人はお客さんとしてだけでなく、家族のような、
友達のような関係になりたい。神社の掃除も行きたい、と言われていたのが印象的で、とても暖かい
心を持たれた方だなと思いました。日本人の口に合うようにつくったスリランカ料理もすごくおいしい
ですし、地域の水を使っているとのことで材料にもこだわりがあります。とっても素敵な笑顔で気さく
なシャンタさんに会いに、ぜひ足を運んでみてください。
〜メニュー〜
カレーや炒め物、おすすめの一品、デザートなどが楽しめるコース
その他単品やお酒なども楽しむことができます。
【その他の飲食店情報】
炭火亭（桂山荘）：8月末閉店

すじかま：10月半ばから一時休業

土と火と、実りの里の芸術祭
（１０／２６〜１１／１０）

オープニングパーティには５０名
も参加（１０／２７）
古民家では抹茶の振る舞いも
されました。

画像削除

山王神社秋祭り
（１０月２７日）

１ヶ月早くなった秋祭り、暖かい
日和の中、賑やかに神輿行列
が行われました。

画像削除
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船坂住民数珠つなぎ 「船坂女子の昔の暮らし」
今回は、７班の橋本数枝さんにお話をお伺いしました。
船坂女子の昔の暮らしは、大変だけど楽しかったようです
…。
－昔の船坂の生活で苦労されたことはありますか？
橋）やっぱり通学が大変でしたね。船坂小学校は近くてよ
かったですけど、山口中学校はやっぱり遠くて…。当時は
バスもなかったし自転車に乗る者もいなかったので、船坂
地区の中学生みんなが集団で雨の日も雪の日も歩いて
登下校してました。途中でお腹がすいたらイタドリを取っ
てよく食べてました。イタドリ用に塩を持っていた人もいま
したよ。
－準備がいいですね（笑）。
橋）それでも当時は草履だし道も舗装されてないしで、
けっこう辛かったんです。だから、まだ幼かったんでしょう
ね、学校に行く途中でサボることもありました（苦笑）。
お弁当を持っていたから、お昼になったら皆でお弁当を広げて食べたりして。今だと家に知らせ
が入ってすぐバレるんでしょうけど、学校も連絡しなかったのかほとんど知られることはありません
でした。当時はのどかだったんでしょうね。
－なんだか羨ましい気がします（笑）
橋）でも、中学を卒業して夙川の洋裁学校に通うことになって、船坂から２人通いましたけど、国鉄
の生瀬駅まで行くバスもありませんから歩くしかなくて、通学が中学校以上に大変になったんです
よ（笑）。行きは下りだから速いんですけど、帰りは登りだから行きの倍以上の時間がかかりました。
近道はありましたが山道だから履物が汚れるんですよ。だから靴を持って生瀬までは草履で歩い
て、生瀬駅の草むらに履いていた草履を隠して靴に履きかえて電車に乗る、なんてこともしてまし
た。
－本当に大変だったんですね。その後はお勤めですか？
橋）卒業後は船坂の農協で勤めてましたけど、結婚で辞めてからは子育てしながら両親と青物
作ったり、善照学園で働いたり…。いろんなことがありましたねぇ。今はデイサービスに週一回通っ
てみんなでゲームしたりカラオケしたりして楽しんでます。
－子供のころの想い出は何かありますか？
橋）中学の通学帰りで休んでるときに、同級生の女の子ばかりで記念写真を撮ってもらったことが
あって、その写真が今でも残っています。みんなで肩を組んで仲良く楽しそうで…。それを見ると
当時のことを思い出します。私の小さい頃の想い出がつまった大切な写真ですね（笑）。
「インタビュアー・写真：中西 学」

○●○ スポーツの秋 ○●○

ゴルフ大会で船坂ペアが見事優勝！
９月１８日(水)に、よみうりゴルフ場ショートコースで行われた、第7回西宮市内老人クラブ対抗ダブ
ルス戦で、船坂チームは見事優勝しました。試合は、１８ホールでペリアーＮ方式で行われました。
船坂チームは、宮里 清・北福敬三ペアで、2位の名塩チームを４ポイント以上上回る圧倒的NET
で優勝しました。
６位までの成績は、次のとおりでした。
GROSS HDCP NET
優勝 船坂 ６９．０
宮里 清
47
14.4
32.6
北福敬三
46
9.6
36.4
２位 名塩① ７３．４
３位 用海 ７５．２
４位 茶園場①７５．２
５位 高木① ７５．８

グラウンドゴルフ大会で船坂チームが３位、５位に
１１月５日(火)に、多目的グラウンドで行われた北部地区老人クラブ連合会グラウンドゴルフ大会
で、船坂から出場したＡ・Ｂ両チームが、好成績を収めました。
大会は、１９０人もの選手が参加者し、１チーム５人編成で、１６
ホールで行われました。
船坂から参加したＡ・Ｂ両チームは、日ごろの練習の成果を十
分発揮し、一致団結したプレーぶりを発揮し、出場３８チーム中、
見事３位と５位に食い込みました。
船坂チームの成績とメンバーは、次のとおりでした。
３位 船坂Ａチーム 坂田芳郎、宮本みや子、中西紀子、
亥角恭子、亥角洋子
５位 船坂Ｂチーム 野口照之、柴原タネ子、塩貝幸穂、
足立佳子、亥角八重美

船坂テニスクラブが恒例の合宿
１１月３０日(土)～１２月１日(日)、今年で結成１５年目を迎えた船坂テニスクラ
ブが恒例のテニス合宿を加西の「いこいの村はりま」で２０名の参加者で行い
ます。
船坂テニスクラブは、金仙寺の上谷コートで、地域内外のテニス愛好者約
３０名が和気藹々と週３回の練習を積み重ねています。船坂地域(出身等含
む)のクラブ登録メンバーは、次のとおりです。(順不同)
坂口富夫(部長)、坂口洋子、坂口正治、澄田和代、黒木富美子、鮫貝佳
秀、鮫貝季子、平井ちゑ子、池田壱和、池田峯代、小山那須夫、小山由紀
子、大崎忠男

出展希望者は２月２７日（日）に集まってください！

土と火と実りの里の芸術祭

１１月４日(日)縄文焼きが行われ、
沢山の作品が焼かれました。

作家から縄文焼きの説明を受ける参加者たち

続々と一般来場者が縄文焼きの鑑賞に

①AM10:30 頃、まず藁を燃やして火種をつくる

②火種の上に素焼を置き、四方の穴から薪を燃やす

③急激に温度を上げ
ないように周囲の薪を
徐々に増やしていって、
中央の陶器に与える
温度を高めていく。
(右写真は、最高に温
度を上げた状態。最
高1,000℃程度に温度
が上がった。)

④PM5:00頃まで薪を燃
やし続け、そのあと、夜
まで自然鎮火を待つ。
翌朝、焼きあがった作
品を取り出す。
(下左写真は一般参加
者作品。下右写真は陶
芸クラブメンバーの作
品。)
船坂文芸クラブの作品
も焼き上げました。

県民交流広場船坂の推進委員会組織が確立
昨年１１月に県に認定されて以来、ランチルームを中心に一定の活動をしている「県民交流広場船
坂」の推進委員会組織が１０月３０日に確立し、今後本格的に活動を始めようとしています。
県民交流広場とは、兵庫県発行のハンドブックによると、「地域の夢と
やる気をかたちにしよう」と、「住民誰もが利用できるコミュニティの拠点
施設の整備と、地域づくり活動の展開(新たな活動の開始、既存活動の
充実)をする費用として５年間補助する」としています。そして「地域の誰
もが公平に利用できるようルールを定めて運営してほしい」と指導して
います。
船坂推進委員会へは、備品費等約２４０万円と活動費５００万円を５年
間補助されることとなっており、備品費等はすでにコピー機、パソコン、
厨房備品等が購入され、ランチルームで活用されています。
船坂での活動費は、毎年１００万円の補助を５年間県から受けることとなっており、現在は主に加工
品・ランチ・カフェの活動のための材料購入費とボランティア費に充てられています。そして、加工品・ラ
ンチ・カフェの売上金は県民交流広場船坂の収入として６年目以降の活動資金として積み立てる計画
がされています。
このたび、次の県民交流広場船坂推進委員会の委員１４名が決定され、推進委員会組織が確立しま
したのでご紹介します。今後とも一層活発な活動が、新たに展開されることを期待しましょう。
推進委員長：酒井博司(自治会)。 副委員長：宮里 清(自治会)、野口 進(農会)、鮫貝佳秀(SC21)。
会計：西口英二(自治会推薦)。会計監査：中田 隆(自治会)。
船坂の道路の名称募集中
推進委員：野口照之(老人クラブ)、梅原浩之(旧船坂小管理運営委員会) 西宮市が１１月３０日まで
坂本幸隆(消防団)、中尾祐次郎(文芸サークル)、古薮優子(加工品)、
黒木富美子(ランチ)、西口雅彦(カフェ)、池田壱和(芸術祭推進委員会) 西宮市が、「JA船坂の南側
開かれたコミュニティを
地域のニーズが複雑化する中で、新しいことに取り組むエネル
ギーを外から吸収していく必要が高まっています。県下では、地縁
団体である自治会と特定のテーマで活躍するボランティアや専門
家、企業、学校との協働が次第に広がっています。
コミュニティというと地縁で結ばれた同質の集団というイメージがあ
りますが、現在のコミュニティでは、価値観、生活スタイル、職業など
異質な者の集合体であることを忘れてはいけません。これからのコ
ミュニティは、内と外を区別することなく、知恵や力を分かち合いな
がら、互いに高め合う関係をつくっていく、そんな開かれたコミュニ
ティが求められています。 (県民交流広場活用の手引き)

三叉路～山王神社～エホバ
の家」の区間の道路名称を
公募しています。地域のな
みさんも応募してみません
か。名称決定後、名称表示
標識を設置するそうです。
応募は、１１月３０日までに、
西宮市土木管理課(〒6628567西宮市六湛寺10-3)へ
ハガキで。
※詳細は10/10号市政
ニュースを。

JAふれあい会館で１１月１５日(金)まで
昭和９年船坂小卒の谷口亮悦(旧姓野口)さんの個展開催中
船坂出身の画家、谷口亮悦さんの個展が開かれています。船坂のみなさま、ぜひご鑑賞ください。
谷口(旧姓野口)さんは、仏ミレー展、アカデミースイス展、フィレンツエ芸術祭、創美社展などで受
賞されており、国内外で活躍されている画伯です。公会堂にある「蓬莱峡」も谷口さんの作品です。
今回は、「ふる里賛歌」をテーマに、JAふれあい会館に、「嵐山」「京舞妓」「鳴門大橋」などの作品
を展示されています。(池田壱和)

船坂コミセンからのお知らせ
木造校舎耐震工事の入札不調
西宮市は、１０／１８に木造校舎耐震補強工事の業者選定の入札を行いましたが、入札業者ゼロ
だったため、今月中旬からの工事は暫く延期となりました。
西宮市は、今後、ランチルーム棟を先行させて入札のし直しを行うとしています。
このため、１２月以降の管理当番は３月まで休憩する予定でしたが、急遽、木造校舎棟の管理当
番を続けることとなりました。当番の皆さま、ご協力よろしくお願いします。(管理運営委員会)
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＜船坂のサークル活動＞
バレーボール（水19:30）
テニス（水10:00 土日9:00）
野球 （月２～３回）
ゴルフ（年３～４回）
グランドゴルフ（水金13:30）
ヨガ （月10:00 火19:30）
カラオケ（3月まで休部）
陶芸 （第2・4火 10:00）
ちびっ子広場（第3日 10:00）
たんぽぽ（第4日 10:00）
趣味の作品（常設展示）

＜つぶやき＞
寒くなってくると空を見るのが楽しみ
です。山のフレームで囲われた広い
空にみる冬の空はほんとにきれいだ
なーと思います。ただ、そんなに見て
いるのに星の名前は覚えていないの
で、そろそろ覚えていきたいなーと
思っています。来年にはいくつか言
えるようになっていたいなー(＾＾)
(西口かおり）

私、好きな音楽の偏りが激しいですが、最近
ハマってしまったバンドがDrops（ドロップス）と
いうバンド。ブルースロックながらメンバー全員
が札幌出身の20歳前後、しかも全員女性(;^_^。
自分の子供と同世代のガールズバンドにハマ
るってどうよ？ と思いますが、本物なのでしか
たありません。デビューミニアルバム１曲目の
「赤のブルーズ」は鳥肌ものの名曲。機会があ
ればぜひご一聴を！
（中西 学)

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

