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２６年度の旧船坂小
２６年度の旧船坂小管理当番＆草刈ボランティアを募集
旧船坂小管理当番＆草刈ボランティアを募集
西宮市から委託を受けて旧船坂小の管理を始めてから３年経ちま
した。４年目となる平成２６年度も引き続き西宮市から受託する予
定です。そこで、このたび、２６年４月からの管理当番と草刈ボラ
ンティアをあらためて募集することとなりました。いずれも西宮市
からの委託料の中から、わずかですがボランティア費を支払わせて
いただきます。地域のシンボルである旧船坂小施設を維持管理する
大切なボランティアです。新しい交流も生まれ、楽しいですよ。
新規の応募をお待ちしております。新規の方も、継続の方も、この新聞３ページの用紙に必要事項を記入し
て、FAX 又は直接管理事務所に申し込んでください。 締め切りは２月末です。

(旧船坂小管理運営委員会)

２６年度
２６年度に
年度に木造校舎棟活用
木造校舎棟活用の
活用の試行実験
１月２３日(木)に船坂小跡施設活用推進委員会が行われ、西宮市から次
のような提案がありました。
平成２６年度に木造校舎活用の試行実験として、阪神間で活動する若

ＷＥＢ講習会

「船坂を発信しよう！」

い芸術家等に教室を一定期間利用 (使用料無料)してもらい、利用者から
意見収集などを行い、将来的な校舎棟の活用の資料とする。
平成２６年度は、４～７月と１２～３月を試行実験期間とする。

第１回 情報発信の手段イロハ
２月１６日(日)15:00～17:00

船坂で楽しい英会話やりませんか

第２回 他地域に学ぼう／WEB 発信

船坂在住英会話教師プライス里佳さんが、もっと地域の方々のお役に立

３月１６日(日)15:00～17:00

ちたいとボランティアで英会話サークルを始めてくださることになりました。
初回は、３月９日(日)10:00～12:00 に旧船坂小で。皆様一度のぞいてみて
ください。( 幼稚園の部３０分 定員６名。小学生の部４０分 定員１０名。

場所は、いずれもランチルーム
(参加費無料。どなたでも参加ＯＫ)

大人の部４０分 定員１０名。いずれも参加費は一回５００円です。)
応募や詳しい内容等は 直接プライス里佳さんまでお問い合わせください。 主催 西宮流(にしのみやスタイル)
携帯電話 ０８０－４０１４－１５８０( ただし、夕方以降)

西宮市市民協働推進課

メール bearsacademy@gmail.com

< しばらくの間、閉店します >

画像非表示

画像非表示

で
＜当番・草刈ボランティアの申込は、このページに必要事項を記入して、FAX 送信または直接管理事務所に
提出してください。＞

平成２６年度 旧船坂小学校 管理当番 & 草刈ボランティア申込 FAX 送信表
[ 旧船坂小管理運営委員会 FAX 番号 ０７８－９０４－１９７１ ]
次のとおり、平成２６年度の管理当番等のボランティアを希望します。
(現在ボランティアをしていただいている方も、２６年度分として申し込んでください。)
住 所
氏 名
(高校生・２０歳以下の大学生の場合) 親の署名
自宅電話番号
携帯電話番号
E メールアドレス
携帯メールアドレス
(該当する項目にチェックまたは必要事項を記入して、FAX で送ってください。締め切りは、２月２８日です。)

□ 管理当番ボランティアを希望します
１ 希望曜日 □水)曜日 □金曜日 □土曜日 □日曜日
２ 希望時間 □午前(9:00-13:00 冬季 9:00-12:30) □午後(13:00-17:00 冬季 12:30-16:00)
３ 希望日数 １ヶ月に(
～
) 日 その他(
)
□ 草刈ボランティア(
草刈ボランティア(６～１０月
１０月の間に
の間に５回程度)
回程度)を希望します
------------------------------------------------------------------------------------※ この個人情報は、ボランティアさんへの連絡用として限定的に使用し、一切他用はしません。
※ 管理当番・草刈とも有償のボランティアです。管理当番１時間６５０円、草刈１回８，０００円程度
を、西宮市からの管理委託料の中から支払います。

(旧船坂小管理運営委員会)

西宮あっちこっちバル開催 船坂の 6 店舗も参加 ぜひお越しくださいね！
3 月７日（金）
、8 日（土）の二日間、西宮全市で 500 店舗以上が参加する「西宮あっちこっちバル」が開催
されます。船坂のお店も参加しますのでぜひこの機会にお越しくださいね。
参加する船坂の店舗と開催時間、提供メニューと価格は下記のとおりです。
ペニーレーン

１０：００～１８：００ パスタセット

リトル・ランカ １１：００～１５：００ ランチメニューコース
山のパン屋

９：００～１７：００ サルサとドリンク

ＣＨＩＫＵＷＡ １１：００～１４：００ PIZZA「Ｗチーズ」

(八濱雅彦)
1000 円
1000 円
500 円
1000 円

ベルグ

１４：３０～１９：３０ ドリンクと焼き菓子セット

500 円

ＡＬＩＣＥ

１４：００～１５：００ 二郎いちごのケーキセット 1,000 円

西宮の有名ケーキ店ベル ンのパティシエと懇談

船坂産物を使ったお菓子誕生か！?
１月８日(水)。旧船坂小跡活用推進委員会主催で西宮の有名ケーキ店ベルンのパティシエ倉本洋一社長さんと、

加工品グループなど船坂地域の人々約１５名との研修懇談会が行われました。

倉本さんは、西宮商工会議所の西宮洋菓子研究会 若手パティシエが参加のメンバーです。その研究会で、あ

る日「西宮産の果物を使ったオリジナル洋菓子を創作しよう」ということとなり、西宮産の果物に何があるか
と話し合ったが、段上地域のイチヂクしか思い浮かばなかったそうです。

そこで、西宮洋菓子研究会は Sake Sweetsプロジェクトで、白鷹酒造と提携してお菓子「楽宴 RAKUEN 」

を創作されたそうです。

この日、船坂里山工房の人たちから船坂のイチゴ、ブルーベリー、梅、柚子などでジャム作りをしていると

いう話を聞き、倉本社長は「そんなに多くの種類の果実が船坂で採れるとは・・・。
」と驚かれ、船坂産にこだ

わる加工品やランチグループの取り組みに感嘆されました。そして、
「船坂で採れる農作物を使ったベルンの創

作ケーキを作ってみたい」と話され、その熱意に船坂から参加した者たちは感動を覚えました。近い将来、船
坂産物を使った洋菓子が販売されるかも！？

最後に、倉本さんは「船坂で、お年寄り たちから農業を学んで畑を耕す、子どもたちと一緒に収穫して、そ

の食材でお菓子を作るのが夢です。実現したら、ベルン・ハッピーファームと名付けたい。
」と話されました。

鳴尾東地域の NPO 法人「和 なごみ 」と交流
２月１日(土)。旧船坂小跡活用推進委員会主催で鳴尾東地域で活動されてい

る NPO法人「和(なごみ)」との交流会が行われ、船坂からは加工品グルー
プなど７名が参加しました。

「和 (なごみ)」では週２回、船坂をはじめ山口・塩瀬地域で採れる新鮮な

農産物を販売する朝市(写真右)をされていました。

交流会では、鳴尾東と船坂、双方の活動の紹介をしあった後、懇談を行いました。

鳴尾東地域の最も大きなイベントは秋祭りで、
「地域外に移住した子どもたちも帰ってきて参加できる秋祭

り」を目的にコミュニティ協会に参加する団体が、力をあわせて

取り組まれているそうです。

鳴尾東の地域活動は、自治会、社協、子ども会、老人会、

など地域内の諸団体が連携してコミュニティ協会を組織され、
縦

割りの地域活動ではなく、
コミュニティ協会参加の各団体が協議

の上、役割分担しながら活動しておられるのが印象的でした。

また、他所 から来られた地域活動協力者を快く受け入れ、仲良

く一緒に地域活動をされているというのも印象的でした。

会長さんをはじめ役員の皆さんのふところ深いリーダーシッ

プに感銘を受けました。

や がみ

<船坂住民数珠つなぎ>

ピアノ一筋 谷神道子さん

今回は２班の谷神四郎さん、道子さんご夫妻にお話を伺いました。
ー－最近、老人クラブに入られたそうですね。
１２月の末に入会しました。SC21 のハイキングで塩貝さんの向かいで
食事をしたのがきっかけで、老人クラブや年金の会等に入ったらイベン
トや旅行が沢山あって楽しいと説明して下さって。老人クラブの三社参
りにも行きたかったのですが都合が悪くなり残念でした。
自治会には去年の春に入りました。
ー－船坂にはいつからお住まいですか。
昭和５７年に来ました。前から知ってはいたのですが、仁川から有馬の温泉へ母を送迎中に交通事故に遭い、
高田外科へ入院致しました。その時に良い所だなと思いました。また、公会堂でピアノを教えられていた方が
出産されるという事で代わりを頼まれて仁川から教えに来ていました。都会に近くて便利なのに、こんなにも
自然に囲まれているのが魅力ですね。ここはバス停も近く、さくらやまなみバスがとても便利です。
次男が小学生だった時、参観させてもらった運動会の応援が素晴らしく｢親子共々気持ちを合わせて｣という
感じで楽しかったです。小学校が閉校になった事はとても残念ですね。
ー－ここは夏には蛍が良く見えるでしょうね。
蛍はよく飛んでますよ。夏場は良いのですが、桂山荘(炭火亭)が閉められて街灯が点かなくなったので、冬
場は前の道が暗くって困っています。
ー－最近は前の道をハイカーも結構通られるので街灯がないのは無用心ですね。
－ーご主人はお勤めされているのですか。
今は週に２回、大阪で食品関連会社で食の安全、安心をモットーとした品質管理の技術指導をしております。
家に帰ればいつも自然に囲まれていますので、刺激があってちょうど良いくらいです。
－ー奥様は今もピアノを教えてらっしゃるんですか。
妻は週に２回下山口会館で教えています。元々息子が持っていた教室なのですが、中学校の音楽教諭になっ
たものですから、妻が引き継ぐことになり５歳～６年生を教えています。
今年は６年生が多いのでビエンナーレが終わったくらいの時期に発表会をしたいと思っていまして、今から
発表会の曲の練習に入ろうと一人一人の個性にあった曲を選定しています。選んだ曲は大抵子供さんも気に入
ってくれて、気に入ってくれると一生懸命練習してくれます。楽しいので体力が続く限りやりたいと思ってい
ます。
妻は今でも練習しており、ピアノに興味を持たせてもらった両親への感謝をいつも口にしていますね。ご近所を気

にせず弾けて本当に良い環境です。良い環境ですが、なかなか近隣の方にお会いしませんね。
－ーここは、家が多いところから少し離れていますよね。
子供が小さいころは PTA 等でお会いしていましたが、今は JA(農協)でばったり会うくらいですね。みんな年
いっちゃってね（笑）このような年齢ですから、これからは地域に貢献させて頂ければと思っております。
ーーありがとうございました。

（インタビュー：黒木富美子、塩貝聖子）

コンサートは冬休みです

－

船坂コミセンからのお知らせ

[多数の皆さまのお越しをお待ちしています。]

まだまだ寒い日が続きます。冬の間はランチルームに来ていただく方は少なくなっていますが、スタッフ一
同頑張っています。出会う機会の少ない冬に暖かい部屋でいろんな話に花を咲かせてはいかがでしょうか？
管理事務所の窓口では船坂で取れた果物を使ったジャムを販売しています。加
工グループ（船坂里山工房）のメンバーで作ったこだわりの商品です。
２月１６日（日）午後 1 時：カフェ

２月２３日（日）午後０時：船坂ランチ・

３月 ２日（日）午後 1 時：歌声カフェ ３月 ９日（日）午後０時：ランチ
３月１６日（日）午後 1 時：カフェ
※

３月２３日（日）午後０時：ランチ

毎月第４日曜日は船坂そばランチをお楽しみいただいていたんですが、２５年産のそばの収穫が少なか
ったため２月・３月のそばランチは通常のランチに変更させていただきます。
４月からそばランチを再開する予定ですのでお待ちください。

(旧船坂小管理運営委員会)
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calendar（2/15～3/9）
８

[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

竹箸ワークショップ

英会話サークル 初

船坂ランチ
自治会定例会

西宮あっちこっちバル

歌声カフェ

（
３月）

船坂まちづくり塾

芸術祭推進委役員会

船坂ランチ
学校跡活用推進委

老人ク定例会
講習会 １
B
E
W

船坂新聞編集委

船坂カフェ

自治会定例会
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船坂のサークル活動

[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] 3 月まで休み

[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]

● ２月に入ってから寒の戻りが厳しいですね。
。
。
。一端甘えを知ってしまった身体にか

なり堪えます。先日黄梅のつぼみが膨らんでいるのを見つけました。調べてみたら黄梅
って「迎春花」とも言うんですね！あ〜、春よ来いっ！

(岡田安紀子)

● 2/8(土)は何年ぶりかの大雪でした。積雪 20cm で車道は大混乱でした。僕は、学校

の雪景色を撮ろうと車で出かけて溝に脱輪してしまいました(笑)。お陰で家から学校まで徒歩で２往復しました。
途中、隣近所の人たちが、老若男女を問わず大勢で助け合いながら雪かきをされている姿を、あちらこちらで見か
けました。船坂の人たちは凄いな！活発な地域活動、サークル活動、管理当番ボランティアなどで培われた人々の絆
の強さが地域の力をつくっているんですね。

(池田壱和)

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

