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第9回「住吉川左岸散歩」

ぶらぶらと 魚 崎 郷 まで
山手幹線の角（岡本二丁目）
にある小さなバラ園から

新反高橋から上流を望む

十二間道路を一気に国道二号あたりまで下がるコース
を取ると、早朝以外なら
「ナダシン」や甲南本通の商店
街でおやつを調達できます。今回は魚崎北町の 灘高
（中・高一貫教育）
あたりから住吉川沿いの道へ上がりま
した。
この学校は東大合格実績で有名ですが、
昭和3年
創設で本館は国の登録有形文化財になっています。設
立者は名高い灘五郷で酒造業を営む嘉納治兵衛
（白鶴）
・嘉納治郎右衛門（菊正宗）
・山邑太左衛門（櫻
正宗）。山邑太左衛門（八代目）
は芦屋にフランク・ロイド・
ライト設計の個人住宅（重要文化財・現在は淀川製鋼
所迎賓館）
を所有したことでも知られています。
学校の裏の川へ出る細い坂道の墓地
の横にお地蔵さんの祠がありました。
（周囲
は旧住吉村のお屋敷街で、今は巨きなマ
ンションが並んでいますが、
お地蔵さんの周
囲だけ下町的な情緒があって面白い）。
そ
して川沿いの道は明るく海に向かって開け
た風景で、川に並行して 六甲ライナー が
中空を走っています。
マツなどの古木が残
り、河川敷は程よく整備されて平日でも多く

コサギ
（右）と
アオサギを発見！

の人が散策を楽しんでいます。両側に設けられた「住吉

屋敷街の面影と新交通

川清流の道」は、60年代初め頃、
当時の原口市長が上

開発を実施したとき、土砂を運ぶダンプ通行用に造った

流の渦森山に大規模団地を造成し、山を削った土を臨

道を整備した
（罪滅ぼし？）
もので 住吉川清流の道 と名

海部（魚崎浜町）
の埋め立てに使うという
「神戸方式」で

づけられています。

魚崎北町のお地蔵さん

ときどきトンネル

本当にキレイな水
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念館・白鶴酒造記念館があります。が、酒蔵めぐりは
日を改めます。帰りは逆コースで、六甲の山並みの緑と
、手前の住吉駅あたりの高層建築の取り合わせの妙
を楽しみながら帰りました。一服コミで行程約１時間
半でした。

都市の中の清流という評価は本当です。国道43号を
過ぎても水はきれいで、草花の咲く自然景観は心を和
ませてくれます。新反高橋あたりから対岸に渡ると、こ
こへ移築された谷崎潤一郎の旧邸（の一つ）など落ち
着いた家並みをみることができます。
ほどなく河口近くの住吉川公園へ到達。東灘区の花
として梅の木が植えられていました。このあたりは、灘
五郷の一つ「魚崎郷」です。江戸時代からの酒造業は
住吉川・石屋川・都賀川河口域に栄え、今も全国に知
られる銘柄の企業と資料館が並んでいます。左岸側
にあるのが櫻正宗記念館、右岸側には菊正宗酒造記

谷崎が住んだ家（移転）

岡本人物散歩 ⑨

地元 を作った人たちと若い世代のつなぎ役に
まつざわ

かずよし

松澤 一 慶 さん
代々岡本に住んできたという人は少なくありません。
し
かし時代とともに住民の流動化は進んでいます。岡本商店
街の各店メンバーも、地元で生まれ育ったという人は結構
減っていて、世代交代だけでなく、商店主自体の入れ替わ
りも徐々に行われてきました。その壁や断絶を超えて発展
や共存の旗印が守られてきました。
キャンパス通りの小路地で「甲南そば」を営む松澤一慶

隣近所の付き合いも密接で、めんどうなしきたりや習慣も

さんは、光の園幼稚園、本山第一小学校、本山中学校の出

ある反面、温かい人間関係もしっかり残っていました。空地

身。若く見られそうですがもう48歳で、現在のリーダーた

では歳の違う子どもらが遊び、春は家族同士で花見にいっ

ちと、より若い世代をつなぐ立場で新たな地域活動も模索

たり……。でも時代は激変し、そういう世界もなくなったで

中です。

すね」

「商店街の自主活動で、若い人たちと一緒に岡本の歴史

大学を出てファミレスの分野で修業してから家業を継が

の勉強を始めました。みんなで共有したい文化遺産や景観

れました。その経験はとてもプラスになったと言う松澤さ

や物語について、自分も勉強しながら継承して行きたいと

ん。岡本の外へ出て社会の厳しさや冷たさを体験し、同時

思います。この店を始めた父母もそうですが、古くからい

に岡本という小さな街の価値や豊かさも再認識。

る人たちの話も聞き、昔の岡本のことをもっと知っておき
たい」
「祖父はこの地で牛乳屋をおこし、牛も飼って生産から
一貫した商売をやっていました。僕が物心付いた頃は、
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「地域の人と人が、それぞれ自立しながらつながってい
る、そんな街のあり方が好きです」
松澤さんの歴史の勉強会、興味ある方は私どもへお問
い合わせください。

講師・教室紹介

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！
新講座

12月スタート！

ゆとりの放課後

土曜倶楽部

施術コーナー

石のハンコ・遊印教室

おやじサークル

「伝統的な篆刻は技術も高度でいかめしい世界。
ボクのは誰でも自由に楽しめるハンコ作りです。
石が素材ですが、文字や絵の書き方も彫り方もす
ぐに覚えられます。若い方もお年寄りも気軽に参
加してください」

芸術・文学・映画・雑学の自由な交流
（主宰：吉田光夫）

てんこく

とみやま

題

お
12月の

Afternoon Maccha

ことば体験教室
詩を書き、詩を読むことで
「未知」の
「わたし」
に出会ってみませんか？
「講師が一方的に喋るスタイルでは
なく、一緒に詩を愉しみたいですね。
一行だって詩になります。写真や絵からインスピレ
ーションを受けて書くのも面白いですよ」

・和菓子を食べてしまってからお茶を飲むのはなぜ？
・お茶碗を回す意味は？
・帛紗（ふくさ）って、何するもの？
・どうして畳のヘリは踏んではいけない？
ーーこんなに楽しい午後のお抹茶会です！

そう

■講師：寺田 操
■日程：毎月第2金曜日

■12月7日（土） 13：00〜14：30
■参加費：３,０00円（和菓子とお抹茶つき）

講師著作：詩集『モアイ』・紀行エッセイ
『都市文学と少女たち』
・
童話『介助犬シンシアの物語』・評論『金子みすゞと尾崎翠』

新講座

あいはら

よそでお抹茶をいただく機会は 案外あるもの、だか
ら気楽なルピナスのくつろぎサロンのイスとテーブル
で、その場限りのお作法勉強会。おいしい和菓子＆お
抹茶で、雑学・ウンチクどっさりの90分。

12月スタート！

てらだ

たつる

内田 樹を読む

■12月14日（土） 18：00〜20：00
■参加費：2,０00円（飲食自由）

■講師：富山 嶽
■日程：毎月第2火曜日

新講座

腱 引き
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1人約30分です。

（角川文庫）
テキスト
『ためらいの倫理学』

たかし

12月スタート！

平成26年1月スタート！

ゆうこ

■施術師：相原 由子
■日程：12月2日・16日
（第1・第3月曜日）
10：30〜16：30
■施術料金：3,000円
1人を
2人でお
占い師

年末特別イベント

貴方の来年の運勢は？
よってたかってW占い
あれもこれも…贅沢占いで、
ありえない価格！ 夜だってOK！
■開催日時：12月12日（木） 10：00〜21：00
■募集定員：先着順
■参加料金：20分 2,800円
■占い種目：手相、四柱推命、タロット（数種）
数秘術、西洋占星術など

ギャラリールピナス

手作り人形きもの教室

〈展示〉
も自己表現です

〈家族〉
という時間の価値

（11：00〜17：00）

ーー いま工房 朋の

小さく温かいスペース
最小限のコスト……

市松人形が身にまとい
あなたの思い出の着物が

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

よみがえります

お問い合わせ・お申し込み
●ご用意いただくもの

ルピナス

人形の価格は25万円〜50万円

着物の表地、裏地、帯
※人形の下着・足袋・人形台は当方でご用意させていただきます。
もし表地、帯など不足するものがある場合は教室で用意し、実費
にてお譲りします。

〒658-0072

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

●受講内容
人形の着物の裁断、縫い、着付け

●講師（主宰）
：工房 朋

至三宮

阪急

神戸

岡本好文園
ホール
●

「人形たちの眼差しを感じながら、落ち着いた空間で
ゆっくりと語り合い、ご自身の手で着物をつくるよろこびを
見つけていただければ幸いです」

●
ルビアン

●
フロイン堂

● ルピナス
（甲南そば 4F）

COOP
●

改札

岡本
通り

●費用：授業料１回 7,500円（予定）
工房 朋 制作裸人形 10万円〜20万円

天上川

着物と裸人形

線岡
本駅

至西宮北口

●日程：毎月第4金曜日（13：00〜16：30）
授業は7回修了を目安とします。
入会金は不要ですが、仕立てた着物を着せる
裸人形を入会前にお買い上げいただきます。

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 日曜除く）

・・
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

12月の教室スケジュール
いつからでも参加できます！

講義・講師ガイド

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〜

指先キレイ！簡単・楽しいセルフジェルネイル
〜『3ステップで簡単ジェルネイル』楽しく始めませんか？〜
16日（月）13:00〜15:30/16:00〜18:30
料金：体験レッスン 2,000円
通常レッスン 3,000円(教材費込み）

10日（火）13:00〜15:30
料金：3,000円
(材料費は最初の回に道具購入で約8,000円）
※毎回1個500円前後の代金が必要です（教室にて提供販売）
てんこく

とみやま

富山

̶̶ 伝統的彫刻技能である「篆刻」ではなく、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。

たかし

嶽

（楽印居庵）

岡村

愛

ネイル＆アイラッシュサロン
「lealea」オーナー ネイリスト

①お爪の形の整え方、
ジェルの塗りかた、
カラーリングをしてみましょ
う！②グラデーション、
フレンチアートのテクニックをレッスンしてみまし
ょう！③1・2を組み合わせて簡単なアートをしてみましょう！
1〜3の講座を終了された方のみルピナス内でお道具をレンタルさ
せていただきますので、
ジェルのお道具がなくてもルピナスでジェル
ネイルが楽しめちゃいますよ！

KaQiLa 〜カキラ〜

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〜

〜お体の悩みに即効性あるエクササイズを〜
26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）

6日（金）
・20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

アジアン・ハンドセラピー協会
インストラクター

̶̶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。

見て・ふれて・感じる 浮世絵勉強会
（3）
〜西洋の女性を幸せにした浮世絵のデザイン〜

̶̶ 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。

柴田牧子
（THD JAPAN）

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〜

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

14日（土）13 : 30〜15: 30
(講演後16:30まで講師を囲んで茶話会を開きます）

料金：講義１回 3,000円

斎藤

彰

̶̶ 美しい着物に袖を通し、優雅に振る舞う浮世絵美人。
西洋女性のハートを虜にし、
モードを根本から変えた日本の
美意識に迫ります。

ご自分に合った片づけ法を見つけましょう！

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）

（京都浮世絵文化の会代表）

タロットカードを学ぶ教室
〜人生を楽しむツールを持ちましょう！〜

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〜
19日（木）13:00〜15:00
料金：レッスン1回 3,000円(材料費別）

11日（水）
・25日（水）
10:00〜12:00/13:30〜15:30（※夜間も相談）
料金：２,500円

塩野浩子
（ルピナス遊学サロン 代表）

̶̶ 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。

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〜

じょういち

ま ゆ み

城市真由美

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〜
28日（土）10:00〜12:00/13:00〜15:00
料金：レッスン1回 2,100円（全材料費別）

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

（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。

詩を書き詩を読む 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…〜
13日（金）13: 00〜15: 00
料金：2,000円(テクストなど提供）

てらだ

寺田

そう

操

（コラムニスト・エッセイスト）
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̶̶ 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。

̶̶ 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。美しい季節のうつろいを生活空間に定着さ
せる̶̶ その一瞬ごとの楽しさを！

（日本フラワーデザイナー協会 講師）

3日（火）
・17日（火）

浅野千絵

̶̶ 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、暮らしをラクにする仕
組みづくりを一緒に考えていきましょう。

しょしね

こうじ

所神根孝二

（神戸パールコレクション代表）

̶̶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で自然に引き出せる
かが私の課題。発見・驚き・感動をご一緒に！

申し込み法・料金支払い法

楽しく学べる時間の創造を！
お申し込みはお気軽に！

（午前10時〜午後5時

日曜除く）

TEL:078-451-0418
参加料お支払いは当日受付へ

