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左の写真は、吐口側坑門に掲げられた小松宮彰仁親王による扁額です。

「湊川隧道」雑感
兵庫県淡路県民局長（前神戸土木事務所長）

尾

原

勉

20世紀の到来とともに誕生し、20世紀の終焉とともに河川トンネルとしての役割を終えた湊川隧道。
21世紀となった現在、湊川隧道は地域に生きる近代土木遺産として歴史・文化を伝え、また、様々な催
しを通じて人々が出会う場として生まれ変わり、新たな役割に輝いています。
湊川隧道保存の取り組みは、平成12年に設置された会下山トンネル(湊川隧道)保存検討委員会から、
「湊川隧道は兵庫県･神戸市の歴史・文化を語る遺産として、将来のまちづくり、さらには土木技術の
伝承に役立てるべき」との提言を受け、また「市民のための多目的スペースとして様々な活用が期待で
きる」との意見を頂いたことを契機に始まりました。
具体的な取り組みとしては、平成13年11月の新湊川ウォークによる一般公開を皮切りに、平成19年度
から定期的な一般公開とミニコンサートを実施しているほか、「1.17」“鎮魂の灯り・希望の灯り”(平
成24年度～)、土木の日(11月18日)に合わせた「通り抜け」(平成25年度～)の実施、さらには湊川隧道・
烏原貯水池・兵庫運河という兵庫区の3大土木遺産を巡るツアーの実施(平成26年度)など、次第に内容
の充実・拡大を図ってきたことによって、「湊川隧道」が定着し多くの方々に参加していただいていま
す。
ただ湊川隧道の管理は神戸土木事務所が担っているものの、こうした取り組みを県だけで行うことは
到底できません。「湊川隧道」に活躍の場を与え、新たな生命を吹き込んでいただいたのは、「湊川隧
道保存友の会」の皆様が、「湊川隧道」を“地域の宝”として捉え、“地域の資源は地域で守る”とい
う崇高な志のもと、様々な催しの企画・運営に献身的に取り組んでいただいているおかげであり、改め
て心から感謝申し上げます。
吐口側坑門の扁額には「天長地久」と記されています。湊川隧道が地域の宝としていつまでも続き、
絶えることなく人々に感動を与え、地域に光を照らし続けることができるように、神戸県民センターと
しても近代化産業遺産の魅力を発信し、地域の活性化が図られるよう取り組んでいく所存ですので、
「湊川隧道保存友の会」の皆様におかれてましても、引き続き県の施策にご協力を賜るとともに、活発
な活動を展開されることを心から期待いたします。
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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。

オーボエ＆ファゴット

日
時：平成26年4月19日（土）
グループ名：OAK トリオ
見 学 者 数：120 名

大沼氏は、神戸市民交響楽団。越野氏は、枚方フィルハーモニー管弦楽団。浅井氏は、大阪府医
師会交響楽団。所属オケは別々ですが、非常に気の合ったアンサンブルを目指して練習を積んで
おります。年度初めの4月のコンサートはクラシック演奏で湊川隧道ミニコンサートの幕が開きま
す。クラシックファン待望のOAKトリオの演奏です。卓越した技量と深みのある音色をお楽しみ
ください。

二胡＆ギター

日
時：平成26年5月17日（土）
グループ名：木村ハルヨ
見 学 者 数：203 名
神戸生まれ神戸育ち。
ジャズシンガーを目指すも阪神大震災によりやむなく断念。
その後二胡に出会い、上海及び日本で著名演奏家、教育家各氏より二胡を学ぶ。
中国曲はもちろん、クラシック、ジャズ、ポップス、歌謡曲、童謡、演歌、アニメソングまでその
レパートリーは幅広く、”二胡＝中国楽器”という概念にとらわれないその自由な活動は ”もは
や木村ハルヨという新ジャンル”と評される。
今、日本で最も革新的なプロ二胡奏者として各方面から注目を集めているミュージシャンである。
オフィシャルサイト http://www.kimuraharuyo.com

ブラスバンド

日
時：平成26年6月21日（土）
グループ名：夢野中学校 吹奏楽部
見 学 者 数：153 名

毎年6月には地元の夢野台中学校の吹奏楽部が演奏をして下さいます。今ではすっかり定着し、
夢中OB&OGや吹奏楽部のご家族の方々が大勢駆け付けてくださいます。隧道のキャパの関係で
選りすぐりの10数人編成での演奏です。団塊世代にとっては、10代の中学生が一生懸命に演奏す
る姿は眩しく美しい。一瞬,レンガの隧道が若葉の草原に変わったような感覚に陥る邪念のない
演奏をお聴き下さい。

箏・歌・フルスなど

日
時：平成26年7月19日（土）
グループ名：四季大香
見 学 者 数：164 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。
【演奏者】♪筝(池田 乃子)
ボード(村上

オカリナ

♪歌(内村

(代表：池田 乃子)

香澄)

♪馬頭琴(橋本

健治)♪フルス(橋本

数枝)

日
時：平成26年8月16日（土）
グループ名：オカリーナ・アミカ
見 学 者 数：185 名

オカリーナ・アミカは結成して９年目に入りました。「アミカ」とはイタリア語で「女性の仲間た
ち」という意味で、オカリナの音色に魅せられた女性たちが集い、和気藹々と年間１００回近い演
奏活動・ボランティア活動に取り組んでいます。一昨年９月には「西宮市文化振興財団賞」を受
賞、昨年１１月にはカーネギーホールの「日米親善コンサート」に出演という夢のような体験もさ
せていただきました。これからも日々練習を重ねて、皆様の心に響くハーモニーを作っていきたい
と思っています。

－2－

例子)

♪キー

湊川隧道ミニコンサート、この１年（その２）
ピアノ演奏

日
時：平成25年9月20日（土）
グループ名：天宮 遥
見 学 者 数：156 名
4歳からピアノを始め、神戸を中心にピアノコンサートを開催している。60・70年代ポップスや
映画音楽のカバーが中心だが、シンガーソングライターとしても活動しており、マキシシングル
4枚をリリースしている。ラジオ関西で放送中の『天宮遥のわたしはピアノ』は、2009年に日本
民間放送連盟賞ラジオエンターテインメント部門で全国優秀賞を受賞した。『ラジオ番組表2014
春号』（三才ブックス発行）において「読者が選ぶ好きなＤＪランキング」ＡＭ部門で全国２位
にエントリーされている。ラジオパーソナリティーとしての活動の他にも、ＣＭソングやサウ
ンドロゴも多く手がけており、近年はラジオ関西でディレクターとして番組制作にも携わってい
る。

ジャズ

日
時：平成25年10月18日（土）
グループ名：Coup & Coeur
見 学 者 数：104 名

満島宏美(Vocal&Piano)５歳よりピアノを始める。ヤマハ「ジュニア専科コース」「作曲コース」
等経て、ブライダル演奏レッスン、ジャズピアノ、ヴォイスレッスン等を受け、現在、ピアノを
教えながら阪神間でピアノ奏者＆ヴォーカルとしてブライダル・パーティー・イベントなどで活
動中。苅谷宣之(Alto Sax)小学生でトランペットを吹き始める。音楽から離れていたが、7年前、
あるきっかけでジャズサックスを勉強し始める。以降、阪神間のライブハウスやジャズバーでの
セッションを重ねるという、今ではなんとも言い難い日々（！？）を過ごす。5年前、バンドリー
ダーの満島宏美と「Coup de Coeur」を結成。

フルート

日
時：平成26年11月15日（土）
グループ名：音ともだち♪ツィンクル
見 学 者 数：65 名
今年で結成５年目になるママさんフルートアンサンブルです。
フルート歴も年齢も違いますが、フルートが大好き！みんなで演奏するのが楽しい！そんな仲間が集
まって週１回の練習を続けています。
児童館、幼稚園、デイサービス等でのボランティアコンサートを中心に元町ミュージックウィーク
ストリートコンサート、長田区サロンコンサートなどにも出演、少しずつ活動の場を広げています。
フルートの音色を楽しんで頂くだけでなく、フルートと一緒に歌える曲や手遊び等も入れた「会場
にいるみんなで作っていく楽しい演奏会」を目指しています。 聴いて良かった♪そんな嬉しい言葉
を頂けるような、息のぴったり合ったハーモニーをお届けしたいと思います。

オカリナ

日
時：平成26年12月20日（土）
グループ名：鵞鳥クラブ
見 学 者 数：50 名

鵞鳥クラブは平成21年5月,平成22年12月,平成23年8月, 24年12月, 25年12月そして今回6回目のご出演
になります。鵞鳥クラブという名前は、オカリナという楽器「イタリア語の小さなガチョウ」に
因んだ名前です。メンバーは、神戸市シルバーカレッジの卒業生で、オカリナの美しい音色とき
れいなハーモニーを目指して、新湊川ふれあい会館で練習に励んでいます。
鵞鳥クラブのミニコンサートはメンバーだけでなく、地域の子供さんたち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、クリスマスコンサートを楽しんでもらえ
れば幸いです。

クラッシック

日
時：平成27年2月21日（土）
グループ名：RYM
見 学 者 数：122 名

大阪音楽大学４回生トランペット、トロンボーン、ピアノの３人によるグループです。3年前の夏に
有馬温泉での演奏をきっかけに結成しました。普段はホテルや図書館、公民館などでクラシックやポ
ピュラー音楽を中心に演奏しています。金管楽器とピアノで爽やかな音楽をお届けできたらと思いま
す。
◆メンバー 木下 未恵(Tp.) 松本 里穂(Tb.) 福西 由記(Pf.)

徳之島しま唄

日
時：平成27年3月21日（土）
グループ名：ばしゃ山会
見 学 者 数：132 名

発足は、昭和５５年という、古くからのシマ唄教室です。毎週日曜日、１８時ごろから新長田に
あります神戸奄美会館で、シマ唄とサンシル（蛇皮線）の練習をしています。シマ唄には楽譜が
存在しないので、個人個人によって、また地域地域によって演奏法や歌い方が違います。ばしゃ
山会では沖縄の楽譜「工工四」（くんくんしい）を基本に独自の完成された楽譜を作成し、練習
に使っています。それによって、シマ唄を習得する時間が短縮されるばかりでなく、全員が同じ
演奏ができます。わたしたちの教室は、徳之島と奄美大島の両方の唄を練習していますが、これ
は珍しいことです。
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兵庫区の土木遺産「湊川隧道」
～歴史的資源、生命の源と地域の関係づくり～
兵庫区まちづくり課長

藤井重樹

このリーフレットを手に取られた皆さま、兵庫区にある「湊川隧道」をご存知でしょうか。また、
その隧道の中に入ったことはございますか。
兵庫区は南部は海に面し、中部には区の中心地・湊川に緑豊かな湊川公園があり、北部には身近
に感じられ散策も可能な山麓部分が控えています。これらの自然に満ちた環境に対し、先日行った
兵庫区民アンケートでも“区の魅力”として挙げられる方々が多数いらっしゃいました。また同区
内には神戸における明治期の三大土木遺産があります。先ほどの自然豊かな箇所にそれぞれ隣接す
る形で、区南部には「兵庫運河」、北部には「烏原貯水池」と残るはここ「湊川隧道」です。
この湊川隧道を歴史的資源として保存し後世に伝えていこうと、平成 13 年７月に「湊川隧道保
存友の会」が発足されており、会員の皆さまのご尽力もあり、平成 20 年度手づくり郷土賞（国土
交通大臣）、平成 23 年度兵庫県くすのき賞（兵庫県知事）を受賞されています。これらの受賞に共
通するのは、貴重な地域資源を土台としながらボランティア活動を通じて地域の方々同士の顔の見
える関係づくりをされている点ではないでしょうか。先ほどのアンケートでも多くの方に、下町情
緒があり人々の結びつきが魅力であるとの回答をいただいており、兵庫区としても 2025 年の将来
像として掲げている「やさしさとおもいやりのまち

兵庫」の実現に向けて、より一層の地域支援

に取り組んでいきたいと考えております。
また、隧道の下流側・吐口側坑門には『天長地久』という題額があります。これは老子の言葉で、
天地が永久であるように物事がいつまでも続くことのたとえだそうです。勝手な想像ですが、生命
の源でもある“水”が途絶えることなく続いてほしい、そして、この隧道がきっかけとなり地域の方々
のつながりが永久に続いてほしいと当時から願われていたのかもしれません。
隧道では、保存友の会の皆さまや兵庫県など関係者の熱心な取り組みによりイベントが開催され
ています。毎月第３土曜日に行われる「隧道内一般公開・ミニコンサート」や、土木の日に因んで
11 月に隧道を通り抜けられる貴重な体験ができるイベント「新湊川ウォーク」などです。これをご
覧になった皆さま、ぜひお越しいただき、地域の方々の温かいおもてなしや会話に触れ、また歴史
に思いを馳せてみませんか。
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近代土木遺産の紹介④
御坂サイフォン
淡河川疏水は、雨が少なく、高台で、砂やレキ混じりの土質のため地下水も弱く、慢性的な水不足に悩んで
いた印南野台地へ農業用水を送るために作られた。淡河川疏水は神戸市北区淡河町木津の淡河川から分水し、
神戸市西区神出町紫合の練部屋分水所まで導水し（延長26.3㎞）、加古、天満、蛸草、森安、印南の５支線に
分流する。各支線はさらに個々のため池に向かう小支線に分岐している。灌漑計画面積は1170haで、工事は明
治21（1888）年に着工し3年4カ月を要した。
淡河川疏水は、琵琶湖疏水、安積疏水と並び“三大疏水”の一つとして挙げられることがあるが、大きな特
色は他の二つの疏水が国策として建設されたのに対し、淡河川疏水は、費用の多くを印南野台地の人々が負担
したことである。
明治24（1891）年に竣工した御坂サイフォンは、三木市志染町御坂に流れている志染川を越える淡河川疏水
事業の最難関工事であった。
山から川を横断して、向かいの山へ水を運ぶこの工事は、わが国初のサイフォン（噴水管）工法が用いられ
た。上下流の標高差2.45ｍを利用したサイフォンによる延長750.6ｍの管路は、わが国初の横浜近代水道を建設
し、神戸の近代水道の計画書を作成したイギリス陸軍少将ヘンリー・スペンサー・パーマーの設計監督で施工
された。使用された鋼管はイギリス製の錬鉄管が使用された。
最低部の志染川を跨ぐためのサイフォン橋（眼鏡橋）は、全長56.95ｍ、２径間の石造アーチ橋で、砂岩を
積み上げ、表面をモルタル被覆している。兵庫県技師粕谷素直の設計監督で施工された。
昭和28（1953）年に鉄筋コンクリート製のアーチ橋と日本製の鋼管へと改修されたが、石造アーチ橋は壊さ
ず、旧橋と新橋が接した橋になっている。
平成4（1992）年に設置された三代目も日本製で、地上部はダクタイル鋳鉄管、橋や地下の部分は二代目の
鉄管の中に強化プラスチック管が設置されている。稲美町野寺にある「淡山疏水・東播用水博物館」に初代、
二代目の鉄管が、展示されている。
御坂サイフォンは、平成１７年度の土木学会選奨土木遺産に認定された。
（湊川隧道保存友の会理事

【上流側の旧橋】

【下流側の新橋】

【サイフォン橋の上部（右側旧橋、左側新橋）】

神戸土木事務所からのお知らせ

～明治の土木遺産を歩く～

平成 27 年 2 月 28 日（土）に神戸県民センター主催の「近代化産業遺産を巡
るツアー」が実施されました。このイベントは神戸における明治期の三大土木遺
産「湊川隧道」「烏原貯水池」｢兵庫運河｣ を 1 日で巡るツアーです。
当日はツアー参加の募集で選ばれた一般の方 38 名やビジョン委員など 10 歳
から 83 歳まで合計 55 名がそれぞれの土木遺産の魅力を存分に味わいました。
湊川隧道では明治 34 年から 100 年の間、新湊川の水が流れていた御影石敷の
インバートを歩きながら、レンガ造りのアーチ型をした壁・天井を見て、機械を
使わず人の手だけでトンネルを作った先人の知恵と努力に感心していました。
また、隧道を通り抜けた後、新しく作られた新湊川トンネルの壮大さにも驚き
の声が上がりました。
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西海伸行）

【南の山へ上がる鋳鉄管】

平成26年度の活動報告
【平成26年度総会・講演会】
日

時：平成26年４月13日（日）９：30～12：00

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：37名

総

会

平成25年度活動報告・会計報告・監査報告、平成26年度予算案・その他

講

演

会

講演者：堂馬英二（株式会社ワークスタイル研究所

代表取締役）

演 題：『六甲山に関わる市民活動の進展～六甲山を活動する会の１２年』
堂馬講師は、人事支援サービス業務に携わる傍ら、かっては都会にほど近い自然を満喫しようと多くの人々が
訪れていた六甲山も、時代の流れとともに企業の撤退や阪神淡路大震災の影響もあり過疎化が進み、整備されな
くなった六甲山に対しても、日本山岳会会員でもある師は心を痛めておられました。
平成 13 年からの兵庫県地域ビジョン委員会第１期委員で二つの部会長代理を務められる中で、平成 14 年「よ
みがえれ六甲山」の旗印のもと「六甲山を活用す会」を設立し代表幹事となられました。以来、六甲山の自然や
歴史文化の魅力を市民に伝える活動を続けておられます。
活動の中心となるのは市民セミナーで、毎月一度、多彩な話題提供者を迎えて定期的に開催し、これまでの活
動レポートをまとめた「六甲山物語」も第３巻を発刊されるまでになり、貴重な郷土資料として人気を呼んでい
ます。
また、環境の整備として約２㎞の山道や車道をボランティアとともに改修保全して散策コースとしたり、
「まちっ
子の森」と名付けた雑木林で子ども達の自然体験や環境学習を行ったりされています。
このような「魅力発信」とともに「魅力づくり」にも関わる多角的な活動は、行政等からの信頼も厚く、この
地域の代表的な市民団体として評価されており、湊川隧道で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】
5 月 17 日（土）湊川公園広場で、神戸まつりに協賛して‘はっぴいひろば’で隧道紹
介のパネル展示やリーフレット配布をしました。今回で 5 回目になりましたが、平成
24 年からはアンケート回答者に隧道をデザインした瓦せんべいを配っています。今回
のアンケート回答者の半数にあたる兵庫区の人たちは、
「湊川隧道という名前を知って
いるか？→知っている；88％」
「隧道に行ったことがあるか？→ある；46％」「行った
回数は？→ 3 回以上 34％」といった結果です。湊川隧道が兵庫区内の人たちにはかな
り知れ渡りリピーターも増えているようです。
「焼き型」を‘松花堂’さんから‘久井堂’さんへバトンタッチ
3 年前からマルシン市場の‘松花堂’さんに湊
川隧道をデザインした瓦せんべいを焼いてもらっ
ていましたが、今年から下祇園町の‘久井堂’さ
んにお世話になります。久井堂のご主人は、瓦せ
んべいや野球カステラを 50 年以上も焼いておられ
る焼き菓子一筋の職人さんです。店先に掲げられ
ている切り絵（作・成田一徹氏）はご主人がモデ
ルです。

－６－

【『土木の日』～湊川隧道通り抜け～】
『土木の日』行事として、昨年に引き続き神戸土木事務所主催による‘通り抜け’が、
「湊川隧道保存友の会」
「新
湊川を守り育てる会」
「新湊川を愛する会」の 3 団体共催で実施されました。当日は天候に恵まれ、県、兵庫区、
長田区の広報紙などによる予告やチラシ配布の効果もあって、県外からもたくさんの来場者があり、980 名の人
たちが通り抜けました。神戸土木事務所によって新湊川トンネルへの昇降に可搬式の階段が設置されたり、トン
ネル出口部の通路が整備されたりして、参加者も足もとが安全になって歩きやすかったと思います。

入口（受付）

展示パネル

湊川隧道内

湊川隧道内

転流抗

隧道から新湊川トンネルへ

新湊川

ゴール

【阪神淡路20年～1.17は忘れない～“鎮魂の灯り・希望の灯り”】
今年で 3 回目を迎える‘鎮魂の灯り・希望の灯り’は、阪神・淡路大震災から
20 年の節目に合わせて、東遊園地の「1.17 希望の灯り」から分灯した炎で、5 時
30 分に竹灯篭に点火しました。土曜日ということもあって約 30 名の参加者が 5
時 46 分に黙祷し、午後 3 時までに 164 名の来場者がありました。昨年に比べて神
奈川、奈良、大阪といった遠隔地はじめ、東灘区、須磨区、垂水区、北区などから
も多くの参加者があり、マスコミ取材もありました。湊川隧道そのものが震災のモ
ニュメントであることを多くの市民に知ってもらうため、来年も‘鎮魂の灯り・希
望の灯り’を企画する予定です。

熊野橋のたもとに掲示板
3 月、熊野橋のたもとに「湊川隧道保存友の会」と「新湊川を守
り育てる会」の供用掲示板が神戸土木事務所によって設置されまし
た。今後、湊川隧道のミニコンサートや地域の行事などの予告やＰ
Ｒのポスターを掲示して、周辺地域の方々に活動の様子を知っても
らえるよう役立てたいと思います。

－７－

【一般公開＆ミニコンサート等】

開催日

一般公開

平成26年４月19日㈯

内

容

出

演

者

入場者数

スタッフ数

13：00～15：00 クラリネット＆ファゴット OAKトリオ

120名

12名

５月17日㈯

13：00～15：00 二胡＆ギター

木村ハルヨ、居倉健

203名

11名

６月21日㈯

13：00～15：00 吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

153名

15名

７月19日㈯

13：00～15：00 筝・歌・馬頭琴等

四季大香

164名

9名

８月16日㈯

13：00～15：00 オカリナ

オカリーナ・アミカ

185名

8名

９月20日㈯

13：00～15：00 ピアノ

天宮

156名

12名

10月18日㈯

13：00～15：00 サックス・ピアノ・歌

満島宏美・苅谷宣之

104名

11名

11月15日㈯

13：00～15：00 フルート

音ともだち♪トゥインクル

65名

12名

11月16日㈰

12：00～16：00 『土木の日』

980名

15名

12月20日㈯

13：00～15：00 オカリナ

平成27年1 月17日㈯

遥

～湊川隧道通り抜け～
鵞鳥クラブ

50名

7名

5：30～ 15：00 『1.17』‘鎮魂の灯り、希望の灯り’

164名

当日13名、前日準備6名

２月21日㈯

13：00～15：00 クラッシック

RYM（ライム）

122名

12名

３月21日㈯

13：00～15：00 徳之島しま唄

ばしゃ山会

132名

7名

2,598名

150名

合

計

（平成 26 年度）

平成27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

平成27年４月18日㈯

内

弦楽四重奏

容

出

演

５月16日㈯

ジャズ

サトリエ（佐藤理恵）

６月20日㈯

吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

７月18日㈯

アコースティックギター＆マンドリン TUNA＆アーリー藤本

８月22日㈯

ケーナ

福岡良一＆Uncles

９月19日㈯

フルート

音ともだち♪トゥインクル

10月17日㈯

クリスタルボウル
ギター

一宮誠志

11月21日㈯
11月22日㈰
12月19日㈯
平成28年１月16日㈯
１月17日㈰

『土木の日』

備

者

アマローネ・カルテット

考

花音（かのん）

～湊川隧道通り抜け～

詳細は未定

小峠kumiko

オカリナ
一般公開 隧道写真展

『1.17』‘鎮魂の灯り、希望の灯り’

２月20日㈯

演歌

山下眞由美

３月19日㈯

詩吟

昭和会

5:30～9:00

☆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開始時刻は13：30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
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市 成 準 一
神戸市北区筑紫が丘２－10－３

