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第13回「天上川のイノシシ」

野生動物の救出も
河の汚れの解消も同時に（！）
岡本の住宅地を貫流する天上川に異変が起きてい

山系の森 林部で都市化がさらに進み、気候変化も

ます。その異変は10年間、地元の人々の気持ちを曇

加わって自然環境が損なわれ、野生動物の生息に

らせながら、よき解決が図られることなく結果的に

必要な食物が枯渇してきたことが挙げられます。イ

放置されてきました。その放置という措置が限界に

ノシシが出没する神戸・芦屋・宝塚など阪神間では、

来たことを、今は誰もが感じていると思われます。

対応策として先ず「餌づけの禁止 」によって、動物

天上川の神社付近から山手幹線下流域までの河
川敷に、8頭〜10頭のイノシシが生活しています。多
分10年ほど前に、側壁から川床へ幼いオスメスのイ
ノシシが 落ち、這い上がることができないままに、
近親の交雑を重ねてきたものと見られています。
問題は以下の3つです。本来保久良山の周辺を生
息地とする野生のイノシシが、生態に適さない都市
河川のコンクリート三面張りの狭い空間に閉じ込め
られ、繁殖も含めそこに棲むことを強いられている
こと。彼らの排泄物と投下されるえさによって水質
が悪 化していること。この環 境の 劣化に伴うよう
に、生活ゴミや粗大ゴミの投棄が増え始め橋の下
などで目に余る光景が見られること。
結論的に、この3つの問題は同時に解決されるべ
きであり、行政も住民も知恵を絞って方法を考える
しかないでしょう 。 そうでなけれ ば、住 生活に危
険をもたらし、環境の保 全を害する原因であるイノ
シシを殺すという最 悪の結末が予想されるばかり
です。これは動物愛護の立場からだけの意見では
ありません。理想の住環境といわれる岡本のまち、
そしてそこで生活や商いを営む人々にとっても、こ
の結末は最悪であると考えられます。
川の管理者である県は、イノシシに餌を与えぬよ
うに看板で告知しています。住宅地にイノシシがひ
んぱんに出現する根本の原因としては、従来の六甲

天上川河川敷のイノシシたち
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の保護、人間とペットの安全確保、環境保全を図ろ

行政の告知は解決放棄の姿勢以外の意味を持って

うとしています。根本の原因への解決にはならなく

いないと言えるでしょう。人の気持ちとは別として、

ても、餌づけの禁止は最低限の対応策として採用さ

放置したまま住民の不満がつのり、イノシシ排除の

れてきました。しかし、天上川での現状に対しては、

危機感が爆発するのを待っているに等しい。動物
保護の立場だけではバランスを欠くことは承知です
が、いまどき不運なイノシシを処分して、河川の浄
化を実現して、住民及び世間の理解が得られると思
うのでは 、 本当の危 機 感が足りないように感じま
す。キレイ事も機能的な論理も、私たちの生活
意識と行政 機 構に巣食った古い体質を表
わしています。難しいことですが、イノシ
シを地 上へ 救出し、元々の自然環 境へ
戻してやる方法を、専門家の力を借りて
編み出すべきだと思います。
旧式の動物園のような限られた行動空
間と近親の交雑から、新種の有害なウィル
スの発生を憂慮する意見も聞きました。体面を
気にするという意味ではなく、岡本というまちの住
環境の価値を守るために、
この危機を即刻に解決す
る必要があると考えます。
（撮影・相原由子）

岡本人物散歩 ⑬
ワケ

美味しいコーヒーには理由がある……
ご と う

しげのぶ

五 島 茂 信 さん
ずっと岡本で暮らし岡本を直視してきました。岡本七
丁目の落ち着いた家並みの中、
「ナルダン珈琲貿易」を
基 地にして、自慢 の（つまりそれが命の）直 下焙 煎の自
家製コーヒー豆を全国へ配送・配達。同時に、歯に衣着
せぬ発言（「ドク」ではない漢方風の「クスリ」）で、
「心

たね。人の話がちゃんと聞けるし、気持ちよく言葉を出

根 」と「出会い」を大切な価値基準にした生き方を毎日

させてもらえるし……たいしたもんです」てなことをイ

世界へ発信――やや年長者として悔し紛れにカッコいい

ンタビューの最中にさらりと言われると、久々に良心の

と思います。

痛む思いがしました。若い頃から音楽に凝り、ミュージ

五島さん そのものが強 力なメディアになり、仕事・暮

ポン（黙 秘）。そのリズムとノリが 行動力の源？

て発し、商売にも交 遊にも活かされています。それに比

さんから伝承した最 大のものは「確かな焙煎技術」と、

お父

べれば、大マスコミも、
「ルピナス倶楽部」もつくづくチ

「 おいしい珈琲の味を伝えたいという気持ち」。新鮮さ

ッチャい。規模だけでなく、システムだけでなく、発信し

を保つ技 術、届ける速 度、焙煎する回数、そして商いの

たいことがどれだけあるかの問題ですね。マスコミの一

適正規模を考えてこられました。

隅の、得がたいシーンとして、先日もばんばひろふみさん
の番組で、コクのあるトークを披露されていました。
「こちらをよく理解されているという実感がありまし
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シャンとの 交 流も深く、ビックリするような名前もポン

らし・趣味が一 体となった情 報を、あらゆる機会を使っ

「岡本はもともとの環境のよさと、暮し方の 個性があ
るまちですが、おしゃれではあっても少し見栄っ張りな
人たちが増えてきた感じはあります」

今年もいっぱいの人でした ーー 岡本梅まつり（スナップ）

甘酒（沢の鶴ブレンド）ふるまいや 出店も人気
岡本梅まつり実行委員会 主催

梅林の歴史について廣岡倭さんから学習しました
先月号の「名所としての梅林」の記事に関し、地元で数々の文化活動を積み重ねてこられた廣岡倭
さんから、懇切な「梅林史」のレクチャーをいただきました。P1に掲載した『攝津名所図会』
「岡本梅
花見図」は出典しか明示しませんでしたが、竹久夢二の復刻で知られる京都の彫師・摺師松永安生氏
に依頼して木版に精緻な彩色を施したのは廣岡さんでした（失礼しました！）。岡本の昔の地図、資
料、関係図書や絵葉書を集めて、旧き良き時代の岡本梅林について研究されています。また機会が
ありましたら、地元岡本の歴史を熱く語っていただきたいと思っています。
（吉田光夫記）

身近で楽しく学べる技術とセンス

ルピナス遊学サロン

毎日通り抜ける岡本の街に生まれた小さいけれど充実した教室＆ギャラリー
ご一緒に面白く心地のよい時間を過ごしましょう！
TVトピックス

塩野 浩子さん ハルカスに登場

あべのハルカス近鉄本店でオープンした近鉄文化サロン阿倍野で、
１回完結
型お稽古スポットとして人気のshumian[シュミアン]。
その体験レッスンを紹介した番組「スマホと
お さん ぽ 。」（毎日放 送 ）に、当サ ロンの 塩
野浩子さんが登場、「フェイクスイーツ」のコ
ーナーで「キャラメル、マーブルチョコのじゃ
らじゃらストラップ」の講習を行いました。
4月からも同講座（和のフェイクスイーツ）の
他「タロットカードを学ぶ」を担当します。

相原 由子さん

特別レッスン

光のエネルギーを日常空間にチャージしましょう！
スワロフスキービーズ、その他のクリスタルビーズを組み合
わせて、お部屋・車の中などに飾るサンキャッチャーや携帯スト
ラップ、
バックチャームなどを作っていただきます。

ギャラリーイベント

オリジナルバッグからおしゃれな革小物まで
ネットでも人気上昇中の M s FACTORY 小田雅也さん待望の作品集！

地元播磨産の良質な
牛革を使う、
優しく熱い若い作家の
心に触れてください。
■3月22日（火）
「革製品手作り教室」開催日
から展示もスタート！
4月1日（木）
まで。
■時間：11：00〜17：00
（日曜除く）

お問い合わせ・お申し込み

■4月14日
（月） 11:00〜17:00
■参加費：2,000円

ルピナス遊学サロン

※材料費別途。お作りになるモノによってかわります。

施術コーナー

（10時〜17時 日曜除く）

腱引き 相原 由子さん（施術師）

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1丁目11−18
甲南ライフ402

武道に由来する古式腱引きを、現代的に改良した筋整流法の施術。筋肉
位置の 歪みを除くことで血 液・リンパ 液 などの 循環 が良くなり、代 謝が
上 がって熱を産む（ 産 熱 ）身 体になり抵 抗 力、治癒 力、免疫 力 等 の『生
命力』がアップします。 ※施術時間はお1人約30分です。

TEL・FAX.078−451−0418

http://lupinus-yugaku.com
E-mail : info@lupinus-yugaku.com

■日程：4月7日・21日（第1・第3月曜日）10:30〜16:30
■施術料金：3,000円 ※要予約（当日でも可）

講師・教室紹介

ギャラリールピナス

大黒 裕佳子 さん

脳タイプ別 ピッタリお片づけ
アル！
ュー
ニ
スッキリするきっかけがほしいあなたに
リ

至三宮

阪急

●
フロイン堂

● ルピナス
（甲南そば 4F）

駅

COOP
●

改札

岡本
通り

●
ルビアン

線岡
本

至西宮北口

神戸

岡本好文園
ホール
●
天上川

テーマ別集中型レッスン
・4月＝クローゼット → 進学・転勤にあわせ収納の中身が変化する時！
・5月＝リビング → 家族が複数で使うエリアの工夫
・6月＝キッチン
・7月＝子ども部屋
・8月＝玄関・廊下・階段
・9月＝サニタリー
■4月7日
（月）
10:00〜11:30/
14:00〜15:30
■料金：
レッスン1回 2,000円

小田 雅也さん

・・
キャンパス通り「甲南そば」ビルの4階 ☆すみません！そばの階段を上がってください

3

ルピナス遊学サロン

申し込み法・料金支払い法
お電 話で（午前10時〜午後5時

078 ‒ 451‒ 0418

4月の教室スケジュール
１歳になりました！

参加料お支払いは当日受付へ

講義・講師ガイド

ドゥワセラピー 初級講座

〜即効性のある手のひらのツボ刺激入門〜

いつからでも参加できます！

今話題の「ろっこつエクササイズ KaQiLa 〜カキラ〜」
〜お体の悩みに即効性のあるエクササイズを〜

4日（金）・18日（金）13 : 30〜15: 30
料金：5,000円 理論と実技

8日（火）・22日（火）10: 30〜11: 30
料金：体験レッスン 1,000円
通常レッスン 1,800円(1回分）

(磁気共鳴装置による全身測定を含む）

̶̶ 手にあるツボを覚えると、腰痛・肩こり・膝
痛などはその場で改善できます。一生涯ずっと使
えるセルフメンテナンスの決定 版。2週間後にフ
ォローアップ講座で臨床技術を確実にします。

橋本例子

アジアン・ハンドセラピー協会
インストラクター

̶̶ ろっ骨を中心に全身の関節を複合的に動か
すことで、肩こり・腰痛・冷え性・むくみ・骨盤の
歪みなどを軽減し、さまざまな機能改善を目指し
ます。

岩崎明子

（THD, Japan〜日本総合健康指導協会）

スタイリストが教えるアクセサリー講座

〜自分に似合うアクセサリーを作って着こなしも学べる〜

脳タイプ別

浅野千絵
（COLOR CROWN 主宰）

̶̶タレントさんのスタイリング、現場のスタイリスト養
成のキャリアもいかしながら、技術もセンスも惜しみな
くお伝えします。①アクセサリー作り ②アクセサリー
レッスン ③着こなしレッスン この3回シリーズのレッス
ンです。特別講座にもジョイント！

1枚の写真からもーー ことば体験教室

〜ワークショップスタイルで心を表現する楽しさを…〜

7日（月）10:00〜11:30/14:00〜15:30
料金：レッスン1回 2,000円

テーマ別集中型レッスン 4月は「クローゼット」です

おおぐろ

お子様の進学などもあり、服（制服）・鞄など
クローゼットの中身が大きく変化する時期。毎
日の暮らしの流れやライフスタイルに合わせて
スッキリした収納を考えましょう。

ゆ か こ

大黒裕佳子

（パーソナルカラー・ラボ「ラシーヌ」主宰）

〜自分だけのレザーグッズを作ってみませんか〜

22日（火）13: 30〜15:30 (小田先生の展示会も開催！）
料金：体験レッスン 4,000円(教材費込み）
通常レッスン 3,000円(教材費別）

料金：2,000円 (テクストなど提供）

てらだ

そう

操

（コラムニスト・エッセイスト）

̶̶ 最初は簡単な小物から、慣れればオリジナ
ルのかばんなどまで。簡単な小物なら１回で完成
します。どなたでもファッショナブルで使えるモ
ノを作れるよう指 導させていただきますのでお
気軽にどうぞ。

小田雅也
（Mｓ FACTORY）

石のハンコ・楽印教室

〜経験不要！

楽しく遊び心で作りましょう〜

※お撮りいただいた写真に基づく個別相談も
お受けいたします。

使って味が出る「革製品手作り教室」

11日（金）13:00〜15:00

̶̶ 新しいことばの体験を通して、ひとに心を
伝える喜びを、一緒に語らいながら身につけ
ていきましょう。あなたらしい詩や文章のスタ
イルがきっと見つかります。

ピッタリお片づけ

〜スッキリするきっかけがほしいあなたに〜

1日（火）・１5日（火）
10:30〜12:00/13:00〜14:30/15:00〜16:30
料金：レッスン 3,000円
アクセサリー作り材料費 1,500円

寺田

日曜除く）

タロットカードを学ぶ教室 ステップ１
〜人生を楽しむツールを持ちましょう！〜

8日（火）13 : 00〜15: 30
料金：体験レッスン 無料 (材料費も無料）
通常レッスン 3,000円

9日（水）13:30〜15:30（※夜間も相談）
料金：２,500円

（材料費・道具購入費別途）

とみやま

富山

たかし

嶽

̶̶ コツを覚えれば簡単に彫れる石のハンコで
す。自由な「なんでもあり」の発想でハンコ作りを
楽しんでください。絵手紙にも活用できます。

プラス1講座

プラス1講座

タロットカードを学ぶ教室
より深く学べる〈ステップ2〉
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塩野浩子
（ルピナス遊学サロン 代表）

（楽印居庵）

̶̶西欧で１５世紀以前からあったとされるタロットカ
ード。数札にも絵柄を加え１９０９年に発売された
由緒あるウェイト版を中心に、カードの意味を探
り、イメージを膨らませながら楽しいお話でひと時を
過ごしましょう。

クローゼットのお片づけレッスンと
古い衣類の着まわしアドバイス

上記ステップ1でタロットカードについて、基礎的な知識をおもちに
なった方々の好奇心や向上心にお応えします。

大黒裕佳子先生の「気持ちがラクになるお片づけ講座」の、「クロ
ーゼット」篇講座を一歩進めながら、古くなったお洋服などを活か
す着まわし工夫について、スタイリストの浅野千絵先生が的確にア
ドバイスします。このシーズン、絶対役に立つ実践講座です！

4月16日（水）13:30〜15:30
料金：2,500円

4月23日（水）13:00〜16:00
料金：4,800円

