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第16回「まちの高台の甲南大学」

授業中の教室の窓から
眺めていたっけ時計台
「岡本博物誌」の中に「甲南大学」を収めるのは、

うに、学生個々人の人格・健康・個性・天賦の才を尊

ポケット辞書の中に「広辞苑」を収めるようなもので

重する自由闊達な人財育成にありました。明治の頃、

はないかと思いつつ、外すことのできないこの大きな

商業から工業まで近代化の先端を切り開いた実業家

シンボルをとりあげます。

たちが、子弟の将来に託した思いに重なるように、現

現在、岡本にある甲南大学と芦屋市にある甲南高
等学校・中学校を運営する学校法人甲南学園。その

在ではあたりまえになった「産学協同」の先鞭をつ
けた考え方でもあったと思えます。

歴史の発端は明治末期に関西の有力な実業家たち

平生氏の建学の精神には、官学に対する私学の、

が 設 立した幼稚園・小学 校にあります。創立者の

確固とした自立の姿勢も示されています。これがただ

平生釟三郎氏はその経営を引き継ぎつつ、大正8年

の建前や飾りではなかったことは、長い時間を経て

（1919年）いま大学がある場所に甲南中学校を創設

きた現在の大学キャンパスや、毎日岡本のまちを行き

しました。彼は教育に特別の理念と志をもち実現に

来する学生さんたちの姿から、まちの人たちが感じ取

尽くしますが、その内容は「Student

ってきたのではないでしょうか。

ひらお はちさぶろう

ﬁrst」
（まず学

生のことを第一に考える）という言葉に象徴されるよ

大正12年設置の7年制（尋常科・中学4年、高等科
3年）の旧制高等学校（大正12年）を経て、戦後の昭
和26年に甲南大学は誕生します。明治以来の近代化
の夢は戦争で頓挫しましたが、戦後の経済成長期か
ら、その後の急激な時代の変化にいたる荒波の中で

遠くからも見える時計台

学舎外観
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関西を代表する私立大学として独自の社会的評価を

感じ取れます。5年後には、学校法人甲南学園が創

獲得し、阪神間においても各分野で多くの卒業生が

立100周年を迎えます。

活躍しています。
わが運営スタッフにもOBがいて、甲南大生が待ち
合わせに使うという学生会館前の「一本松」を教えて
もらいました。
岡本付近で育った人に聞くと、大学の高い時計台
は昔からまちの中のランドスケープで、中学の校舎や
教室からもよく見え、いろいろ時間を確かめるときに
便利だったそうです。創立後、大学は高校中学と同
居でしたが、昭和38年に高校と中学は芦屋へ引っ越
しました。地元の子どもも、当時はこっそり敷地の内
に入って、ベンチでクラブ活動をみたりすることも
あったとか。うしろの山からキャンパスの全景を眺め
れば、まちの成熟と歩みを合わせて発展し、恵まれ

これが あの一本松

た環境を守りながら、若い柔らかい才能や感性を世
に送り出してきた大学という機関の社会的な重みが

まちの美化にも協力

岡本人物散歩 ⑯

研究生活の息抜きは小さなチョウの観察
いのうえ

ち え こ

井 上 千恵子 さん
岡本で生まれ、京都で大学生活を送り、そのまま滋賀
にある化学関係の企業の研究施設に30年間勤務。今も
「一応毎日」JRでその研究所に顔を出しておられます。
学生時代に知り合ったご主人はそのまま大学に残って
の学究生活。いまも後進の指導に尽くされています。
このお二人が共通の趣味であった山歩きを通じてのめり
こみ、いまも「ほどほどに」続けているのがチョウの観察。
昔は捕虫網を持って採集し、標本を作ったりしていたそう
ですが、今はもっぱら生態写真を撮ることにお二人とも熱
中しています。

どの樹木の葉を食べて育つ仲間が、ヨーロッパでもギリ

「昔からゼフィルスと呼ばれてきたシジミチョウの仲間

シャ神話に出てくる西風の神の名をとって「ゼフィルス」

がいるんですが、雑木林の高い樹の上を生息の場とし

と呼ばれ、愛好者のあいだで特に知られているのだとか。

て、夕方はきらきら光りながら雌雄混じって乱舞します。

具体的によく見られる種類として、ウラナミアカシジミ、ミ

今がシーズンなんですよ。その様子はなかなか写真には

ドリシジミ、ミズイロオナガシジミの名前を教わり、井上

撮れないですが、葉にとまったチョウは簡単に撮れます。

さん自身が撮り貯めた写真も見せていただきました。厳

でも、黄や青や緑の内側の翅のきれいな色は、翅を広げ

しい研究生活の中の、何よりの憩いでもあったのでしょう。

たときしか見えないから、なかなかシャッターチャンスが

「近くの六甲の山でも見ることができますが、昔から親

ありません。日本には全部で25種いて主人は18種類の

しんだ京都の奥や滋賀の山と、川西や能勢の里山へ出か

標本をもっています」

けることが多いです。梅雨の合間の空を見て、週末は毎

さっぱり分からないのですが、お聞きしたままに説明し
ますと、シジミチョウという小さなチョウのなかで、ブナな
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六甲にて（中央）

週のように出かけます。毎年一回、この時期に、二人とも
恋人に会うような気分でリュックを背負って出かけます」

ルピナス やや独断

本 の紹介

わがまち岡本を知るために役立つ本、2冊

わがまち岡本を知るために役 立つ本を2冊紹介します。大国正美著『古地図で見る神戸 昔の風景と地名散歩』
（神戸新聞総合出
版センター刊・2160円）は、今に残る古地図や絵図に描かれ記された神戸各地の風景と地名を地域ごとに丹念に辿りながら、歴史
背景を読み取りながら景観の推移や、現在の地名の由来を探っていきます。岡本周辺のエリアも中野、小路、北畑、岡本など旧村の
古地図・絵図をもとに紹介されています。近隣の住吉や深江についての読み解きも興味深く、一冊の本で楽しく時間の旅を体験で
きます。昨年末に出た本ですが阪神間で静かに浸透しています。
『阪急沿線を楽しむ 本―沿線ライフに欠かせない、阪急沿線のおいしいと楽
しい』(えるまがMOOK＝京阪神エルマガジン社刊・799円）は、エルマガお
得意のタウンガイドですが、あらためて阪急沿線に絞って各エリアの選りすぐ
りのスポットやお店が紹介されています。宝塚 駅、西宮北口駅、岡本駅、池田
駅、高槻市駅など、いま話題の街の散策ガイドをはじめ、六甲山、妙見山、箕
面、嵐山や王子動物園、昆陽池公園などのハイキングコース、寺社・美術館な
ども網羅されています。「岡本」のページでは、地元岡本商店街のリーダー松
田朗さんが、地元ではおなじみのお店を紹介していく企画でいい味を出して
います。自分が暮しているまちの魅力を見直すためにも、絶好のガイドブック
だと思います。

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！
ホン 本 ほん クラブ 〜団塊ケセラセラ雑談会〜

2000円で頭と心の解放区を

「もともと昼間の仕事とは別に、怪しいライター仕事をしているのですが、ルピナスの塩野さんに声をかけられ、仲間とやっていた
集いを教室の一つとしてやらせていただいています。私の周囲の仲間も皆定年退職を迎え、お 金以 上に大事な時間の使い方や、趣
味の活かし方に悩んでいます。本当の目的を見つけるまでの場つなぎ でも、人と思い切り雑談したり、計算抜きの遊び時間を持つ
ということは、体の健 康のためにも絶対必要に思います。というわけで、一緒に地味な憂さ晴らしをしましょう。話のタネのテク
ストは決めていきますが、いろいろ傾向が分かれて来たら、違う本でアメーバ式にやっていければいいと思います」（吉田光夫）

ゆとりの放課後

土曜倶楽部

おやじサークル

ギャラリールピナス

芸術・文学・映画・雑学の自由な交流（主宰：吉田光夫）
題

7月のお

〈展示〉
も自己表現です

是枝裕和監督の映画について

■7月12日（土） 18：00〜20：00
■参加費：2,０00円（飲食自由）

施術コーナー

腱 引き

施術師・

相原 由子さん

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。

（11：00〜17：00）

小さく温かいスペース
最小限のコスト……

☆壁面と平台が使えます（スポットライト）
☆教室同様、気軽なお茶のセルフサービスができます
５日間 毎月 10日までの5日間
20日からの5日間 30,000円
お問い合わせ・お申し込み

ルピナス遊学サロン
（10時〜17時 日曜除く）

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

〒658-0072 神戸市東灘区岡本1丁目11−18
甲南ライフ402

TEL・FAX.078−451−0418

http://lupinus-yugaku.com
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「ルピナス友の会」会員募集！

神戸

●
ルビアン

●
フロイン堂

● ルピナス
（甲南そば 4F）

線岡
本

駅

COOP
●

改札

至西宮北口

☆「ルピナス」で共に楽しい人生を！

阪急

岡本好文園
ホール
●

岡本
通り

【特典】毎月ルピナス倶楽部をお届けします／入会金・年会費そ
れぞれお支払いごとに、ルピナス遊学サロン教室受講チケット
（1000円）2枚計４枚を進呈／モニターのお願い（謝礼）／イベ
ント優待／随時会報をお届けします

至三宮

天上川

☆1年を経過して支えてくださる方々への感謝もこめて、
「ルピナ
ス友の会」出発します。
入会金・年会費各1000円で登録させていただきます。お申し込
みはルピナス遊学サロンへお越しいただき、所定用紙に住所・指
名などご記入ください。 ◎初年度（来年３月まで）の入会金のみ
無料とさせていただきます。

作品に近づける時間
言葉を交わせるギャラリー

・・
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
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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

7月の教室スケジュール
暑い日だってさわやか！

参加料お支払いは当日受付へ

講義・講師ガイド

絵や写真を見てーー 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…〜

いつからでも参加できます！

使って味が出る「革製品手作り教室」
〜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
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）

11日（金）13:00〜15:00
料金：2,000円 (テクストなど提供）

てらだ

寺田

̶̶ 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。

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）

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〜

岩崎明子

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）・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）

9日（水）
・23日（水）10:30〜12:00/13:30〜15:00

̶̶ 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。

̶̶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。

（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〜

（※夜間も相談）

料金：２,500円

塩野浩子

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〜

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

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！

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〜

4日（金）・18日（金）13 : 30〜15: 30
料金：5,000円 理論と実技
(磁気共鳴装置による全身測定を含む）

橋本例子

脳タイプ別

富山

たかし

嶽

（楽印居庵）

●7月開講予定日21日が休日のため、
8月18日（月）に延期させていただきます。
第３月曜日 10:30〜12:00/13:30〜15:00

〜 団 塊 ケセラセラ雑 談 会 〜

24日（木）18:00〜20:00
料金：2,000円 (軽飲食つき）
今回もテキストなし

吉田光夫
（ルピナス倶楽部 丁稚）
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料金：レッスン1回 2,000円

おおぐろ

ゆ か こ

大黒裕佳子

（パーソナルカラー・ラボ「ラシーヌ」主宰）

ホン 本 ほん クラブ

もう怖いものはない。見果てぬ団塊の夢の果てに、
いつもの仲間プラス見知らぬ顔との出会い。後は自
由に食べて飲んでしゃべれたら元は取れる……の
ではないでしょうか。 内容：1冊の本を肴にただ
しゃべってみるだけ。資格・肩書き無用。

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〜

（材料費・道具購入費別途）

̶̶ 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。

̶̶ 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。

アジアン・ハンドセラピー協会
インストラクター

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

とみやま

日曜除く）

テーマ別集中型レッスン
8月は
「子ども部屋」です
※おうちで撮った写真を基にした個別相談も
お受けいたします。

先生志望の方 募集します
ーー講師の第一歩を「ルピナス」で
技能・資格を取得しながら、現在はまだ本格的な教室経営ができない方
を募集し、適性確認のうえルピナスの講座を担当していただきます。ル
ピナス遊学サロン代表との面談、アドバイスを経て採否・講座料金など
決めさせていただきます。
ご希望の方は、住所・氏名・連絡方法・職歴と、教えたい項目・タイト
ル案・希望する受講者の年齢層をご記入のうえハガキとメール、
ファック
スでお送りください。面談日などこちらから連絡させていただきます。
交通費はご負担ください。

