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第2回「だんじり」

街並みも、地域の伝統も、愉しい共感とともに
守り育んでいかないと消えてしまうから――
中腹に保久良神社がある金鳥山が新緑に美しく萌

では、古代の海の水際に沿って存在する古い神社で

える季節。
この連休のさなかの5月4日・5日、地域の伝

5月を中心に祭礼が催され、
それぞれの地区のだんじり

統文化を代表するだんじりが岡本の町内を練り歩きま

を曳いて「宮入」などの行事を行います。

す。
よそから越してこられた若い世代の方は、突然笛
太鼓や威勢の良いかけ声とともに住宅街のど真ん中
に現れるその姿に驚かれるかもしれません。でも、老い
も若きも子どもたちも、女子を交え声を合わせながら古
風で華やかなだんじりを曳いて行く光景に、素直な感
動を覚えることと思います。
だんじりは近世から続く日本各地のお祭で、神輿（み
こし）
とともに欠かせないシンボリックな役割を果たしま
す。みんなで担ぐのが神輿で、
みんなで曳くのがだんじ
りです。古い神社を拠り所にした各地域のコミュニティ
が支えてきました。集落ごとの共同の力が守ってきた伝
統行事なのですが、
きっと特に熱心で元気のいい「若
手」の方々が、祭の神髄を知り尽くした長老と、次世代

東灘区にはなんと31台ものだんじりが現存している

を担う十代の人たちの間を繋ぎながら、献身的な努力

そうです。古い行政区域を基盤に御影・住吉・本山・魚

をしておられるのだと思います。

崎・本庄の5地区に分かれていますが、岡本周辺には

山鉾（やまぼこ）巡行で知られる京都の祇園祭は、
日

西青木・田中・北畑・小路・野寄・岡本・田邊・中野・森・魚

本の祭や出し物の形態を多く残していますが、
その中

崎の10区があります。
さらに岡本にエリアを区切れば、

の山車（だし）がだんじりの原型だろうとも言われます。

JR住吉駅の近くにある本住吉神社に宮入する岡本・

しかし江戸時代の観光案内パンフともいえる名所図

野寄区と、保久良神社を拠り所とする田邊・北畑・小路・

絵の一つ『河内名所図絵』には、誉田（こんだ）八幡

中野区となります。
この地区内で神社への宮入（奉納・

宮（羽曳野市）のお祭りで曳かれた「楽車」を指して

庫屋入れ）が見られるのは、大日女尊神社（西岡本）
と

、「これだんじりの始まりなりとぞ」
という記述が見られ、

鷺の宮八幡神社（本山北町五丁目）です。古い地名

当社元祖説の基になっています。だんじりにあてがわ

から「うはら
（菟原）だんじり」
とか、
「本山だんじり」
と呼

れる漢字は、
「 地車」
「山車」
「楽車」
「壇尻」などさまざ

ばれ、各地区青年会と本山連合青年会が運営に努め

まです。

ています。

神戸市の灘区から東灘区を越えて芦屋まで、現在

同会は、恒例の「だんじりパレード」
を今年も企画。5

の海岸線と六甲山系の山すそとの間の細長いエリア

月4日の12時30分から14時30分まで、山手幹線に「本
1

た。ここは保久良神社の「御旅所」で神様が休息さ
れる宮、5日は神様を乗せた神輿が保久良神社から宮
本（祭を行う人・役）
である鷺の宮八幡神社まで「渡御」
し、それを迎えるために前日4日の夜20時30分から4地
区のだんじりが揃ってこの御旅所へ宮入します。
宗教とは別に、梢を渡る風や遠くで聞こえる太鼓の
響きに、古来の自然信仰的な感性が甦るひとときだと思
います。

山だんじり」10台が結集します。町内の道ではやや遠
慮気味に曳かれていただんじりが、遮るもののない広い
道で解き放たれたように雄姿を競い合い、阪神間の季
節行事としてすっかり定着しました。
お楽しみに。
4月の中ごろ、北畑の鷺の宮八幡神社を訪れると、
すでに境内のケヤキが芽を吹いていました。立って
大木を見上げていると急に傍らの庫屋のシャッター
が開き、中に格納されているだんじりの姿が見えまし

北畑の鷺の宮八幡神社。境内で
だんじりの宮入が行われます。

岡本人物散歩②
心地よい賑わいの中の仕事・出会い
まつだ

あきら

松田 朗さん
若者が行き交い古くからの住民が馴染みの店をめぐる
キャンパス通り 。そこで1999年からイタリア料理店ア
リオリオを営んでいます。うんと若いときから岡本に「入り
浸った」きっかけは、ここに友人のバイト先があったから。
正しい運命の筋道はシンプルなのが相場です。
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やがて行きつけの料理パブで働き出し、そのまま深入り

長の役に就いています。特に気持ちの通じ合う人を介し

して自分の店を持ちました。
「人と人が垣根なく出会える

て、他の地域との連携活動に力を入れてこられました。有

から」カウンターという〈場〉が大好きでした。幼少期から

馬温泉や篠山などとタイアップしたイベント企画や商品企

ピアノを習い、少年合唱団の一員で渡欧。やがて音楽は松

画を数々こなし、いま商店街として東日本大震災で大きな

田さんの中でジャズへと進化します。料理と音楽。この2

被害を受けた気仙沼と連携し、
「 気仙沼支援プロジェクト」

つの趣味の太い脈が仕事の場所で合体したということで

を展開中。お店のすぐ向かいに物産ショップがあります。

すね。もちろんご自身も、カウンターの向こうと生演奏の

実際に街中をぶらぶら歩くと、点と点（個性）が細かく結び

ステージに出演しつづけています。

合うようなこの商店街のあり方が見えてきます。

楽しみたいという真っ正直な欲求と、いつも何か探して

古いまちのよさと、人が好んでやって来る賑わい感が岡

いるような好奇心（探究心）。これが松田さんの背中を押

本の魅力だと語る松田さん。人生をその魅力とシンクロさ

し続けるパワーの源泉でしょう。震災前の2004年から岡

せながら、
ご自分の店と商店街の成長を模索し、有機的な

本商店街振興組合の理事を務めその2年後からは副理事

ネットワーク作りに力を注いでいます。

身近で楽しく学べる本物の技術とセンス

ルピナス遊学サロン

毎日通り抜ける岡本の街に小さいけれど確かなカルチャー教室が生まれました。
ご一緒に面白くて心地よい充実した時間を過ごしましょう。

3/27内覧会へ来てくださった方々
ありがとうございました！

ギャラリールピナス
〈展示〉
も自己表現です
（11：00〜17：00）

小さく温かいスペース
最小限のコスト……

作品に近づける時間
言葉を交わせるギャラリー

☆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

3月27日の午前から夜まで、ルピナス遊学サロンオープン
記念のミニパーティを開きました。あんまり行き届いたご
招待ができなかったのですが、講師の先生、地元のキーパ
ーソン、代表や主宰者の親族（笑）、近鉄文化サロンの方、
通りがかりのご近 所さん（年配の方が4階まで上がって来
てくれました！）などなどで73人の方々が来場してくださ
いました。スタッフ一同、心から感謝を申しあげます。さて
下の写真ですが、ギャラリーや教室スペースの賑わいをよ
そに、夜のサンルーム兼リビングでいきなり話し込む初老
の 少年二人。「照 明 塾 」の 橋 田 裕 司 さん（ 左 ）とわが「ル
ピナス倶楽部」編集係Ｙでした。背後の素敵な照明は橋田
さんの作品です。

先生の作品より
岡村愛さん（セルフジェルネイル）
流行の先端の技術プラス
温もりのある感性

城市真由美さん（フラワーアレンジメント）
メーカーの専属デザイナーとして培ったセンスと応用力

写真撮るから
動かないで下さい！

お問い合わせ・お申し込み

浅野千絵さん（装飾デザイン）

ルピナス

ハイセンスを個性で彩るアクセサリー

〒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（10時〜17時 日曜休日除く）
至三宮

阪急

●
フロイン堂

● ルピナス
（甲南そば 4F）

COOP
●

改札

岡本
通り

天上川

●
ルビアン

線岡
本駅

至西宮北口

神戸

岡本好文園
ホール
●

・・
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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申し込み法・料金支払い法

ルピナス遊学サロン

お電話で（10時〜17時 日曜休日除く）

078 ‒ 451‒ 0418

5月の教室スケジュール
講義・講師ガイド

暮らしを彩る趣味のアトリエ

〜デコクレイ・ろうの花・パワーストーンのワイヤーアクセサリー〜

参加料お支払いは当日受付へ

いつからでも参加できます！

KaQuLa 〜カキラ〜

〜お体の悩みに即効性あるエクササイズを〜

1日（水）
・15日（水）10:00〜12:00＝パワーストーン
13:00〜15:00/15:30〜17:30＝クレイ
8日（水）
・22日（水）10:00〜12:00＝パワーストーン
13:00〜15:00/15:30〜17:30＝ろうの花
料金：Pストーン1回 2,500円〜、ろうの花1回 2,000円、
デコクレイ（ソフト粘土）1回 2,500円(全材料費別）

塩野浩子

（趣味のアトリエ“ろころん”主宰）

̶̶ 夢中になったり楽しんだり、
ご自分を
幸せにできる趣味を見つけにいらっしゃ
いませんか？ 色作り配色も基礎からお
伝えします。

照明塾の「手作り照明教室」
〜照明を考える・作る・楽しむ〜

3日（祝）10:00〜12:00/13:00〜15:00
料金：レッスン1回(材料費別）
初級 2,500円・中級 3,000円
̶̶ 明るい照明を消して、
ほのかなあか
りを灯しましょう。
そこには癒しの世界が
広がります。照明塾ではそんなあかりを自
分の手で作ることができます。灯した瞬
間の、
作った人にしか分からない「感動」
橋田裕司
（「照明塾」塾長、照明コンサルタント） をぜひ味わっていただきたいと思います。

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〜
7日（火）
・21日（火）

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

̶̶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
浅野千絵
ン ③着こなしレッスン この3回シリーズの
（COLOR CROWN 主宰） レッスンです。

指先キレイ！簡単・楽しいセルフジェルネイル
〜幸せは指先から！̶‒ハイクオリティで遊び心満点の実用ネイルアート〜
20日（月）13:00〜15:00/16:00〜18:00
料金：体験レッスン 1,000円
通常レッスン 2,000円(教材費込み）

岡村

愛

ジェルネイル 1 級 、ネイルスペシャ
リストAAA、ネイル衛生管理者
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̶̶ 幅広い年齢層で支持されているネイ
ルの世界ですが、
美の価値観から安全・衛
生面にいたるまで、
本物を見分ける力が大
切です。
セルフジェルは指先を美しく見せる
以外に、乾燥や欠け損ねから爪を守る役
割も。
日常の中でネイルの美しさ・楽しさと健
康を思う存分追求してください。

9日（木）
・23日（木）10 : 30〜11: 30
料金：体験レッスン 1,000円
通常レッスン 3,600円(月2回分）

柴田牧子

（THD JAPAN）

̶̶ 恵まれた環境の中で素敵な出会い
を！ 腰痛改善、
肩こり解消、
股関節の稼
動域アップなどヨガスタイルの優雅な動き
で体の芯からほぐし、
ご自身の 呼吸 で
風通しの良い体をつくっていきます。

気持ちがラクになるお片づけ講座
〜 捨てる から始めないライフオーガナイズ〜

10日（金）10:00〜11:30/14:00〜15:30
料金：レッスン1回 2,000円
ご自分に合った片づけ法を見つけましょう
！
̶̶ あなたはどんなお部屋で暮したいで
すか？ 「利き脳片づけ術」
として、
いま話
題のライフオーガナイズ。ご自分の利き脳
や行動パターンを知り、暮らしをラクにす
おおぐろ ゆ か こ
る仕組みづくりを一緒に考えていきましょ
大黒裕佳子
（パーソナルカラー・ラボ「ラシーヌ」主宰） う。

季節のステキ！フラワーアレンジメント

〜センスをいかす生花、造花、長く美しさを保つプリザードフラワー〜
16日（木）13:00〜15:00
料金：レッスン1回 3,000円(材料費別）
̶̶ 企業の第一線でお花のデザイナー
としてお仕事をしてきました。多彩で応用
の利くフラワーデザインの技法とセンスを
一緒に磨き、広く深く日々の暮らしに活か
していただきたいと思います。美しい季節
じょういち ま ゆ み
のうつろいを生活空間に定着させる̶̶
城市真由美
（日本フラワーデザイナー協会 講師） その一瞬ごとの楽しさを！

真珠屋さんのパールアクセサリー＆リフォーム

〜優雅でハイセンスな淡水パールのオリジナルアクセサリー〜
2日（木）
・11日（土）体験教室「母の日のプレゼントに」3,150円（材料費込み）
2日（木）・９日（木）10:00〜12:00/13:00〜15:00
（レベルアップ講座）
18日（土）・25日（土）「もう少し学ぼうデイ」
料金：レッスン1回 2,100円（全材料費別）
̶̶ アクセサリーの素材となる真珠そのものの品質と
ともに、デザインセンスや制作技術のオリジナリティとク
オリティを追求してきました。真珠がもつ無限のイメージ
とともに。一人ひとりの女性のもつ個性と美しさをどこま
しょしね
こうじ
所神根孝二 で自然に引き出せるかが私の課題。発見・驚き・感動を
（神戸パールコレクション代表） ご一緒に！

