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「湊川隧道」雑感
兵庫県神戸県民局長
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今、小学校４年生の子供たちは、学校で郷土の歴史を学ぶ授業を受けています。湊川隧道の見学会も
その一つとして実施されており、神戸土木事務所の職員が、毎年多くの生徒達に旧湊川の付け替えに伴
う湊川隧道の建設や、阪神・淡路大震災で神戸が被った被害の状況、また、それを契機とした新湊川ト
ンネルの整備について説明しています。
その職員達から聞きますと、隧道の入り口から連絡通路に展示されているパネルの説明よりも、灯に
照らされた昔の姿をそのまま現しているレンガ造りの隧道を見たとたん、皆が目を輝かせそのすばらし
さに感じ入っているのが手に取るようにわかるということです。実物はどんな説明より多くを語りま
す。このような歴史的な近代土木遺産がきちんとした形で残されていることに誇りを感ぜざるをえません。
20世紀の始まりとともに築造された湊川隧道は、その当時の世界でも最高レベルの技術で造られ、意
匠的価値も極めて高いものです。生徒達もそのすばらしさが直感的に理解できるのだと思います。21世
紀の始まりとともに隧道は当初の役目を終えましたが、「湊川隧道保存友の会」の方々のご尽力で第２
の歴史を刻んでいます。
昨年の「土木の日」（11月18日）には、この中で神吉先生の講演を伺った後、毎月の第３土曜日に催
されている「一般公開」では立ち入れない隧道奥まで多くの人が足を踏み入れました。100年の時間旅
行をしたみたいだと非常に好評でした。また、今回初めての試みとして、１月第３土曜日の「一般公
開」に併せ隧道の中に竹筒の灯篭を200本並べ、震災の犠牲者を悼むとともにその経験と教訓を忘れる
ことなく、安全安心な社会づくりを進める思いを込めた催しを行いました。
このように、過去の人々が築いてきた立派な財産を守り続けるとともに、多くの県民に湊川隧道のす
ばらしさを伝える「湊川隧道保存友の会」の皆様の活動に感謝いたしますとともに、隧道がこれからも
永く様々な世代の人々に感動を与え続けてくれることを心より期待いたします。
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湊川隧道ミニコンサート、この１年（その１）
※各グループのコメントは、予告リーフレットに記載された紹介文です。

ジャズ・ビッグバンド

日
時：平成24年３月17日（土）
グループ名：富士通テンビッグバンド
見 学 者 数：93 名

一昨年５月より、社内の有志を集めて結成した、富士通テンの社内ビッグバンドです。
楽しく愉快に演奏して、同僚達を元気にしようと思っています。まだまだ駆け出しの
バンドですが、仕事の合間をぬって、がんばって活動しています！

日
時：平成24年4月21日（土）
グループ名：ゴレンジャークインテット
見 学 者 数：131 名

木管五重奏

ゴレンジャークインテットは、全員、神戸で40年の歴史を持つアマチュアオーケストラ、神戸市民交響楽団
のメンバーです。初めて集まって練習したのは、1995年1月16日のこと、あの震災の前日でした。当初のメ
ンバーが海外転勤となったファゴットを除き、他は全員同じメンバーで15年間にわたり演奏活動をしており
ます。現在のレパートリーは数十曲に及び、本格的なオリジナルの管楽五重奏曲、ピアノを加えた六重奏
曲、古今和洋にわたる編曲もの、さらには弦楽器を交えた室内楽アンサンブルなど様々な曲に挑戦してお
ります。今まで、県内外のミニコンサートや結婚式などで演奏活動をしてまいりました。平成22年の4月に
「ゴレンジャークインテット」でデビューしました。

一弦琴・リコーダー

日
時：平成24年５月19日（土）
グループ名：直海会（にはたずみのかい）
見 学 者 数：127 名

弦楽 直海(にわたずみ)の会は管弦のしらべ、竹笛・一弦琴の音色は日本古来のゆかしさと清楚な潤いに篭め
られております。
今年のNHK大河ドラマ平清盛にあやかり、一弦琴は今様、忠度を謡曲は敦盛、竹笛は青葉の笛を演奏しま
す。また、東日本震災の復興を願って青葉城恋歌・時代・千の風になって、アベ・マリア、ふるさとを演奏
します。ご一緒に歌って頂けましたら幸甚です。

ブラスバンド

日
時：平成24年6月16日（土）
グループ名：夢野中学校 吹奏楽部
見 学 者 数：105 名

こんにちは、夢野中学校吹奏楽部です。毎日元気に活動しています。
一生懸命がんばって演奏しますので、お聴きください。

詩

日
時：平成24年7月21日（土）
グループ名：昭和吟詠会
見 学 者 数：112 名

吟

平家と源氏の物語は神戸にはゆかりのある話であり、私ども昭和吟詠会も平成18年７月創立50周年記念大会
開催のときに「源平を偲ぶ」と題した構成吟を吟じました。「大輪田泊」、「常盤雪行」、「青葉の笛」
「敦盛塚」、そして「一谷懐古」など構成した番組を披露させていただきます。
日本は昨年東日本大震災に遭い、未曽有の被害を受けました。その後、懸命に復興が進められています。平
成７年阪神淡路大震災を経験した神戸の人々にとって、他人事ではありません。帰れぬ故郷への想いを持つ
人々への応援をこめ、李白作「静夜思」「白帝城」、室尾犀星の詩「小景異情」、ふるさと神戸を詠った
「神戸八景」をまじえた構成吟「ふるさと」をお聞きください。

瓢箪笛・筝など

日
時：平成24年8月18日（土）
グループ名：四季大香
見 学 者 数：134 名

四季大香は芸術文化を愛している人々の集いです。
互いに協力しあいながらプロ・アマチュア分野の垣根を越え、現在120名のメンバーで結成しています。主に
兵庫県内の老人ホーム・病院等で夢一杯・手作りコンサートを意欲的に開催し12年目を迎えようとしている
ボランティア団体です。
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湊川隧道ミニコンサート、この１年（その２）
日
時：平成24年9月15日（土）
グループ名：福岡良一
見 学 者 数：119 名

ケーナ

ケーナを始めて7年目を迎えます。演奏だけではなく、ケーナづくりにもはまり、自作のケーナを使って
ショッピングモールや老人ホームなどで、音楽ボランティアの活動をやっています。
17年前に大震災を経験した神戸市民にとって,昨年の東日本大震災は他人ごとではありません。ただ見つめる
だけでなく被災者の方々と悲しみを共有し, 微力ですが「ケーナ演奏活動」を通じて、癒しと音楽の楽しさ、
人に感動を与えることができたらと思います。

日
時：平成24年10月20日（土）
グループ名：ジェントル美賀多
見 学 者 数：139 名

コーラス

平成14年（2002）、わずか数名で神戸市西区美賀多台に産声をあげた男声合唱団です。
今年、結成して10年、橋本寿美先生を指導者として、幅広い年代（40代～80代）の仲間約30名が西神地域を
中心に活動しています。
楽譜が読めない、声が出ない、音痴だ、そんなの関係ない!!
そんな貴方も、我々と、一緒に、歌いませんか？青春を取り戻しませんか。まずは、お気軽に、練習を、見
に来てください!!

日
時：平成24年11月17日（土）
グループ名：山下美紗＆眞由美
見 学 者 数：62 名

演歌・ポップス

13歳の時、たけしの万物創世記「超音波の声」、５千人の中から30人に残りテレビ出演。福岡県北九州市で作成され
た、「沖縄サミットの曲」を市長の前で歌うなど、各地イベントおよびライブ出演。福岡のC＆S音楽学校卒業後ソロ
活動を各地で行う。北九州のお祭り、「わっしょい百万夏祭り」では、北九州のよさこいテーマ曲を歌い親子共演。冬
にピッタリの、ウインターソングカバーアルバム「小町の冬歌」に霞糸として参加。子供の頃から歌とダンスが大好き
で、アルバイトをしながら現在も歌い続けています。(山下美紗)
平成21年４月に、「詩吟」で湊川隧道ミニライブに参加。故郷である、北九州の地元の音頭・よさこいテーマ曲などイ
ベントや祭りの曲を歌う。ボランティア活動で神戸のデイサービスなどで歌う。
赤レンガの歴史ある隧道で親子共演！！母は演歌、娘はポップスとジャンルは違いますが、同じ音を楽しむ世界で、
《声》とゆう楽器を用い親子で人生を楽しんでいます。このような素敵な場所でライブができるなんてとても光栄で
す。感謝申し上げます。
子供さんから、ご年配の方まで楽しんでいただけるように、母は演歌・娘は歌謡曲やＲ＆Ｂを交えて歌います。年代を
超えた音楽を聴いてください。(山下眞由美)

日
時：平成24年12月15日（土）
グループ名：鵞鳥クラブ
見 学 者 数：152 名

オカリナ

鵞鳥クラブは、神戸市北区の「しあわせの村」にあるシルバーカレッジの卒業生18名で構成しているオカリナ
グループです。
楽しい仲間と、美しいハーモニー、きれいな音色を目指し、月に３回新湊川ふれあい会館で練習しています。
今回も湊川隧道ミニコンサートにお招きいただき有難うございます。
コンサートは、近所の子供さんにも参加してもらいます。オカリナの素朴でまろやかな音色を聞いて頂き、会
場の皆さんと一緒に楽しいクリスマスコンサートになればと思っています。

三味線・民謡

日
時：平成25年2月16日（土）
グループ名：千鳥会
見 学 者 数：53 名

「千鳥会」は姫路民謡連合会に属し,姫路市大的市民センターで教室をもち,老人介護施設の訪問や各種団体か
ら演奏の依頼を受けて、姫路市・神戸市を中心に、三味線・民謡を演奏披露するボランティア活動を積極的に
行っているグループです。どうぞ、ご一緒に楽しみ下さい。

フルート・ケーナ

日
時：平成25年3月16日（土）
グループ名：木原美知子ファミリー
見 学 者 数：105 名

私達は、フルートやケーナを楽しんでいる仲間です。
孫のお守りや家族の介護、自分自身の体調等で思うようにならないこともありますが、仲間の励ましに背中を
押され、新たな曲にも挑戦し、楽しんでいます。
私たちの楽しい気持ちが、聞いてくださる皆様に伝わり、隧道の中が楽しい空間になればいいなあと思ってい
ます。
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神戸県民局からのお知らせ
神戸県民局からのお知らせ
新湊川の階段整備について
兵庫県では普段は水に親しめる心地よい川を、そしていざというときは都市災害から住民を守ってく
れる川づくりを考えています。この考え方を基本に「防災ふれあい河川整備」として様々な施設を整備
してきました。
新湊川でもこの考えに沿い、「親水階段」を16カ所計画し13カ所を順次整備してきました。平成22年
度から25年度にかけて、長田区役所の下流からＪＲの下流までの右岸3カ所を、整備済みの左岸の階段の
向かいに設置しています。親水・防災機能を高めるため対岸に渡れるよう飛び石を設置するとともに、
災害時に使用できる消防用の給水ピット整備することで新湊川の「親水階段」の整備が完了します。

長田区役所下流の親水階段

御蔵小学校横の親水階段

地域の紹介⑦

ひょうご観光ボランティア
谷口

榮子

私たちは兵庫区を訪れてくださる方々に、おもて
なしの心（ホスピタリティ）で史跡を無料で案内
し、この地の魅力を感じで頂きたいと和田神社に
事務局を置き奥田宮司の元で活動しています。
昨年はＮＨＫの大河ドラマ「平清盛」の放映で多くの観光客で賑わっていました
が、今では町歩きの団体を見かけることも少なく寂しく思っています。
「兵庫津の道コース」と「大輪田泊コース」では、奈良時代から交通の要所とし
て発達してきた港町に、清盛が福原京（和田京）を計画した時期に古湊川から旧
湊川への付け替えが行われたとされている事や、「福原京コース」では熊野橋か
能福寺
ら見える新湊川の河川入口を示しながら、旧湊川の流れを変えた経緯を話します。
「楠木正成と南北朝の争乱コース」は、『湊川隧道』前を通り会下山へと向かいます。
日本初の河川トンネルは阪神淡路大震災後の復旧作業で役割を終えた後、一般公開に併せてコンサートなどで活
用されている事もお伝えします。
長田区と兵庫区に跨る会下山はかつて二本松古墳があり、法隆寺の寺領で資材帳
にも記載されています。湊川の戦いでは楠木正成が本陣を置き、数万の足利尊氏
の軍を迎え撃ちました。
湊川隧道出口の室内小学校辺りは、大和朝廷から派遣された凡河内氏が治め、八
田部郡の郡衙（役所）が置かれていた事から神戸発祥の地と表現されます。

薬仙寺

このような歴史的場所での歴史的土木構造物を説明するのは嬉しい事です。
昨年、兵庫区役所主催の健康ウォークで区内の歴史建造物を巡る催しがあり、水
の科学博物館・烏原貯水池・湊川隧道と明治期の遺産を案内したのですが、今後
もこのコースが確立される事を願います。
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兵庫区 80 周年と湊川隧道
神戸市兵庫区まちづくり課長

柿

本

雅

通

「兵庫区」という名称がこのまちに付けられたのは昭和8年 (1933年)のことで、今年はそれから80年
目になります。その前は、湊西区と名づけられていました。｢兵庫｣のほうがなじみがある、というこ
とで改称されたようです。
ところで、兵庫区民の中には「80年」と言われても、ピンと来ない方もおられるのではないでしょ
うか。このまちの長い歴史は、80年という短い期間では収まらないからです。
湊川隧道がある夢野にまつわる鹿の伝説は、奈良時代に編纂された摂津国風土記に出てくるそうで
すが、大輪田泊・兵庫津を中心に発展し、平清盛や高田屋嘉兵衛など歴史上の人物が活躍しました。
また交通の要衝であるがゆえに源平や南北朝、応仁の乱など戦乱に巻き込まれましたが、そのつど復
興してきたまちでもあります。
幕末、明治には、開港などによりまちは新たな展開をみせ、重工業などの工場群が立ち並び、ま
た、兵庫運河、烏原貯水池と並ぶ大土木事業として、湊川の流れを変える湊川隧道の工事も行われま
した。
考えてみれば、兵庫区のまちは、湊川が運んだ土砂のうえにできてきた、とも言えます。湊川の河
口が船の停泊に好ましかったから「みなとがわ」という説もあるくらいで、湊川は兵庫区の「母なる
川」というべきかもしれません。
とはいえ、湊川は、たびたび氾濫し、その災厄は甚大なものがあっため、明治29年(1896年)の水害を
きっかけに、会下山の山腹を抜ける湊川隧道が、明治34年(1901年)竣工しました。ですから、湊川隧道
は、兵庫区より“年上”なわけです。また、旧湊川の川筋には、湊川公園や新開地といった新しいま
ちが出現し、娯楽のまちとしても発展しました。ですから、湊川公園や新開地は、湊川隧道の子供た
ちと言えるかもしれません。
先に「短い期間」と記した80年ですが、80年の間にもたくさんの出来事がありました。昭和13年な
どの水害、第二次世界大戦と空襲、区域の変遷、阪神・淡路大震災等。湊川隧道も地震により被害を
受け、震災後に作られた新湊川トンネルがその役割を担っています。また、湊川は、河川改修工事に
より、より深く、より安全になりました。
新湊川トンネルという後継者を得た湊川隧道は、湊川隧道保存友の会の皆さんのおかげで土木遺産
として地域に貢献する、楽しい時間を過ごしているように思います。それは、後継者にあとは任せ
て、地域・社会のために活躍されている、湊川隧道保存友の会をはじめとする兵庫区民と重なるもの
も感じます。80年と言わず、いつまでもこのまちを支えてほしい、それこそ“天長地久”を湊川隧道
にお願いしたいと思います。

平成14年度に兵庫区民まちづくり会議により提唱された
「やさしさと思いやりのまち 兵庫」を多くの区民のみ
なさんに知ってもらい、また親しんでもらうため、平
成16年４月、公募によって誕生したシンボル・キャラク
ターです。
デザインは、兵庫区の頭文字「ひ」とやさしさと思いや
りをイメージしたハートをモチーフにしています。右の
ハートンは、兵庫区制80周年記念バージョンです。
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近代土木遺産の紹介②
五本松堰堤（布引ダム）

兵庫県内の近代土木遺産で国の重要文化財に指定されているのは、昭和52年に指定された朝来市にある現存
最古の鋳鉄アーチ橋の「神子畑橋」と平成18年に指定された布引水源地水道施設（砂子橋、雌滝取水堰堤、谷
川橋、五本松堰堤、放水路隧道、締切堰堤、分水隧道、分水堰堤附属橋、分水堰堤）である。
今回は、明治33年（1900年）に日本で初めて造られた重力式粗石コンクリートダムである五本松堰堤（布引
ダム）を紹介する。
新神戸駅から3分ほど歩くと生田川に架かっているレンガアーチ橋の「砂子橋（いさごばし）」に到着す
る。さらに砂子橋から「布引の滝」と総称されている雌滝、鼓ヶ滝，夫婦滝、雄滝の４つの滝を見ながら４０
分ほど歩くと五本松堰堤に到着する。
神戸の街は、慶応3年(1868年)の神戸港開港以来著しく人口が増加すると共に、コレラ、赤痢等の疫病が流行
したことにより、水不足対策と良質な飲料水の確保が急務であった。
このため神戸市は、明治25年に布引貯水池を含む水道施設計画を英国人のＷ．Ｋ．バルトンに委託し事業着
手したが、日清戦争（明治27年7月～28年3月）の影響により事業が中断した。
その後、人口が急増したことにより貯水量を増やすため、五本松堰堤は土堰堤（H=18m）からコンクリー
ト堰堤（H=33.3m）に計画変更して明治30年3月に工事着手した。当時のわが国では、山岳部にこの規模のコ
ンクリートダムを造るのは初めてであった。計画及び建設に、土木技術者の吉村長策と吉村の大学の後輩であ
る佐野藤次郎が携わった。ちなみに、吉村長策は、第１４代土木学会会長である。
五本松堰堤は高価なセメント量を節約するとともに、堰堤重量を増やすため、大きな石を堤体積（22,000m³）
の３割程度混入した。その後神戸市が築造した立ヶ畑堰堤（明治 38 年完成）、千刈堰堤（大正 8 年完成）も同
じタイプの粗石コンクリートダムである。
五本松堰堤の特徴として、意匠面を考慮して堰堤下流側上部に“歯飾り”が縁取られている。また、左岸側
に設置しているダム頂部の曲線の越流堤部及び管理橋も景観面で優れている。
五本松堰堤は阪神・淡路大震災にも耐えて、完成後113年経っても神戸市民の水瓶としてりっぱに役割を果
たしている。なお、神戸市は平成13年度から平成16年度にかけて堤体の耐震補強工事のほか、貯水池内に溜
まった土砂の撤去を行った。
(湊川隧道保存友の会理事 西海伸行)

【五本松堰堤】

【布引貯水池と堰堤】

【堤頂部の案内看板の一部分】

事務局変更のお知らせ
４月から「湊川隧道保存友の会」事務局の住所などが変更になりました。新しい住所等は、以下のとおりです。
〒651-1212

神戸市北区筑紫が丘２－10－３

市成 準一

☎090－5255－6288

平成24年度の活動報告
【平成23年度総会・講演会】
日

時：平成24年３月24日（日）10：00～12：00

場

所：新湊川河川防災ステーション内（新湊川ふれあい会館）

参加者数：35名

総

会

平成23年度活動報告・会計報告・監査報告、平成24年度事業予定・予算案・役員改選

講

演

会

講演者：山下
演

香（「下町レトロに首っ丈の会」会長、建築・まちづくり事務所

題：『下町レトロ発！地域の宝の見つけ方、磨き方、つなぎ方』
－６－

状況設計室

代表）

山下講師は、神戸市生まれで、フランス政府公認建築家資格を有する建築
家。建築家としてのお仕事はもちろん、公的機関の委員会委員を務める傍
ら、演題にあるような人と人、人と地域のつながりを大事にしながら下町、
地域の活性化、元気づくりといったボランテチィア活動を熱心に展開されて
います。講演では、自ら実践されてきた人と地域の連携、つながりがそこに
暮らす人と地域を明るく、元気にしていく事例の紹介があり、湊川隧道を
‘地域の宝’と位置づける私たちの活動のあり方を考える上でも大変参考に
なるお話でした。
【神戸まつりはっぴぃひろば】
日

時：平成24年５月19日（土）10：00～16：00

場

所：湊川公園広場
神戸まつりの「はっぴいろば」の‘なんでもコーナー’出店は今年で

３回目となります。ブースの中は、昨年と同様にパネル展示を行った
が、ビデオ放映については、関心を持って見る参加者がいないことから
とりやめました。一方、昨年の反省を踏まえて人目を引くしかけとし
て、アンケート回答者にオリジナルデザインの瓦せんべいを配ることに
したところ、約200名の応募者があり、あっという間にせんべいがなく
なりました。ただ、瓦せんべいがほんとうに湊川隧道のＰＲに役立って
くれたかどうかは疑問です。
【土木の日】
日

時：平成24年11月18日（金）10：30～15：00

場

所：湊川隧道
平成23年度から神戸県民局神戸土木事務所と共催で‘土木の日’を記念する一般
公開を開催しています。昨年は、来訪者への説明、案内だけでしたが、今回は、近
代化建築物である『旧神戸移住センター』、『旧神戸生糸検査』のドキュメンタ
リービデオを紹介するとともに、湊川隧道保存友の会顧問の神吉先生に『日本の近
代土木とその遺産』と題して講演をいただきました。また、通常の一般公開では立

ち入ることのできない下流側まで（奥まで）の写真撮影が出来るようにしました。参加者は、滑りやすい石畳
（インバート）に足をとられないようにしながらも、探検隊気分で歩いていました。

【１月の一般公開】
日

時：平成25年１月19日（土）13：00～16：00
１月の一般公開は、「１．１７」関連の行事がたくさんあるため、これまでミ

ニコンサートは実施していません。しかし、ただ公開しているだけではＰＲ効果
もないことから、今年は、初めての試みでしたが、竹灯篭を通路に並べて、湊川
隧道に‘希望の灯り’を持ち込み、見学者に‘鎮魂のみち’として公開しまし
た。なお、200個の竹灯篭は、小野市にある土井竹材製作所からボランティアの
ための使用ということで格安で提供してもらうことができました。来年は１月17
日に併せて公開することも検討していきます。

－７－

【一般公開＆ミニコンサート等】

開催日

一般公開

平成24年３月17日㈯

内

出

演

者

入場者数

スタッフ数

富士通テンビッグバンド

93名

12名

４月21日㈯

13：00～16：00 木管五重奏

ゴレンジャークインテット

131名

13名

５月19日㈯

13：00～16：00 一弦琴

直海会

127名

10名

６月16日㈯

13：00～16：00 吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

105名

13名

７月21日㈯

13：00～16：00 詩吟

昭和吟詠会

112名

12名

８月18日㈯

13：00～16：00 ひょうたん笛

四季大香

134名

9名

９月15日㈯

13：00～16：00 ケーナ

福岡良一

119名

13名

10月20日㈯

13：00～16：00 コーラス

ジェントル美賀多

139名

16名

11月17日㈯

13：00～16：00 歌

山下美紗＆眞由美

62名

14名

11月18日㈰

10：30～15：00 「土木の日」見学会

173名

13名

12月15日㈯

13：00～16：00 オカリナ

152名

12名

79名

11名

53名

14名

105名

13名

1491名

163名

平成25年1 月19日㈯

鵞鳥クラブ

13：00～16：00 「1・17」竹燈籠を並べる。

２月16日㈯

13：00～16：00 三味線・民謡

千鳥会

３月16日㈯

13：00～16：00 フルート・ケーナ

木原美知子ファミリー

合
※

容

13：00～16：00 ジャズ

計

（平成 24 年度）

６月までは、13：30、14：30の２回公演、７月からは13：30～の１回公演でした。

平成25年度の行事予定
予定されている定期一 般公開とミニコンサートは、下記のとおりです。
開催予定日

内

容

出

者

歌

５月18日㈯

歌

カンタービレ

６月15日㈯

吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

７月20日㈯

被災ピアノ

（交渉中）

８月17日㈯

クリスタルボウル

長尾知世子

９月21日㈯

ギター

一宮誠志

10月19日㈯

フルート

トゥインクル（大道優子）

11月16日㈯

弦楽四重奏

アマローネカルテット

11月17日㈰

【一般公開のみ】

12月21日㈯

吹奏楽

平成26年１月18日㈯

川村隆志

演

平成25年４月20日㈯

備

考

「土木の日」
神戸学院大学付属高校吹奏楽部

【一般公開のみ】

２月15日㈯

ハーモニカ

西神ドリームブリッジハーモニー

３月15日㈯

オカリナ・マリンバデュオ 森の詩

☆出演者の事情などにより、内容や出演者が変更される場合がありますのでご了承願います。
☆一般公開の時間は13：00～15：00、ミニコンサートの演奏時刻は13：30～の１回です。

賛助法人会員紹介
㈱エイト日本技術開発・㈱建設技術研究所・社会福祉法人海光園
社会福祉法人神戸光有会・㈱千葉出版

湊川隧道保存友の会事務局
「湊川隧道保存友の会」事務局
T E L ：090-5255-6288
〒651-1212
－８－

市 成 準 一
神戸市北区筑紫が丘２－10－３

