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湊川隧道保存友の会は、発足して16年目を迎えます。
これまでの間、友の会の活動にご理解とご協力をいただいています神戸県民センター神戸土木
事務所、兵庫区役所はじめ正会員、賛助会員、賛助法人会員の皆様に深く感謝申し上げますとと
もに、今後ともご高配を賜りますようよろしくお願いいたします。
さて、友の会の活動は、毎月の定期一般公開におけるミニコンサートの開催が主なものです
が、近年では毎年11月「土木の日」～湊川隧道通り抜け～や「１．１７」‘鎮魂の灯り、希望の
灯り’も恒例行事として定着してきました。
神戸まつりの湊川公園「はっぴいひろば」では、隧道を紹介するコーナーも設けてＰＲに努め
ています。また、２年に一回の「新湊川を守り育てる会」が主催される‘新湊川まつり’では友
の会も協賛して隧道内の見学会を行っています。
湊川隧道が地域の宝として存在し続けるためには、周辺地域の人たちや五連合会（神戸新鮮市
場）の関係者の方々などにもっともっと関心を持ってもらうことも必要です。「湊川隧道は聞い
たことがあるが行ったことはない」という方々はたくさんおられますので、まずは出来るだけ足
を運んでもらい、湊川隧道を実際に見てもらえるような企画も必要になっています。
こうした中、2月25日にＮＨＫ番組‘ブラタモリ’で、湊川隧道が紹介されました。翌月の一
般公開では、ブラタモリ効果もあって過去最高の約300名の来場者がありました。湊川隧道に
とっては、全国に向けて絶大な宣伝効果になったように思います。昨年の「土木の日」の通り抜
けでは、参加者は1500人を超えていますが、今年はさらに増えることが予想されます。
このように湊川隧道が多くの人たちに注目されるようになってきたことは大変ありがたい話で
すが、一方で、友の会の会員数は減少傾向にあります。会員であることの具体的なメリットがな
いことは承知していますが、私たちの活動を支援していただき、活動の主旨に賛同するという意
味で継続会員の皆様には引き続きご協力をよろしくお願いしますとともにお知り合いの方々をお
誘いください。もちろん、入会していることに少しでもメリットがあるような工夫をすることや
新しく入会していただくための取り組みも必要です。また、友の会の活動を支える我々役員も高
齢化していく一方ですので、若い世代の方々にも参画してもらえるような活動内容や取組も検討
していかなければなりません。
こうした課題を少しでも解決しながら‘地域の宝・湊川隧道’が県民、市民のための交流空間
になるよう努めてまいりますので、関係者各位のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
－１－

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。

弦楽四重奏

日
時：平成28年4月16日（土）
グループ名：アマローネ・カルテット

私たちは、「神戸市民交響楽団」という神戸のアマチュア・オーケストラのメンバーを中
心として、「アマローネ室内合奏団」と名付けて、小編成の様々な楽器による室内楽を演
奏しています。本日は、「アマローネ・トリオ」として、ヴァイオリン、チェロ、そして
ピアノの代わりにキーボードという3つの楽器により、親しみやすいクラシックやポピュ
ラーの曲を演奏します。

二

胡

日
時：平成28年5月21日（土）
グループ名：木村ハルヨ・居倉 健・スティーヴ エトウ
木村ハルヨ：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。
居倉
健：日本生まれの作曲家兼ギタリスト。ロックからヒーリング音楽まで得意とす
る曲調は幅広い。ギターメーカーTAKAMINEとモニター契約を結ぶ。
スティーヴ・エトウ：1958年L.A.生まれ。演奏家としては小泉今日子のデビューツアーか
ら始まり藤井フミヤ、大黒摩季、及川光博、COMPLEX、布袋寅
泰、堂本剛などさまざまなアーティストをサポート。

ブラスバンド

日
時：平成28年6月18日（土）
グループ名：夢野中学校 吹奏楽部

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。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。

筝 ・ フルス ・ フルート

日
時：平成28年7月16日（土）
グループ名：四季大香
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14年目を迎えようとしているボランティア団体です。
筝(心 豊 乃(ことの))、フルート(山川 三郎)、日 舞(若柳作香鳳(さかおう))
フルス(橋本 例子)、キーボード(村上 数枝)

ジャズ

日
時：平成28年8月20日（土）
グループ名：Coup & Coeur

満島宏美(Vocal&Piano)：５歳よりピアノを始める。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)：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。5年前、「Coup de Coeur」を結成。
現在の活動に至る。 With ポッキー北野(Percussion)

大正琴

日
時：平成28年9月17日（土）
グループ名：五月会 < 代表：永長迦代子 >
アンサンブル仲間が集ってから10年になります。演奏会や高齢者施設の訪問など活動を楽
しんでいます。大正元年の森田吾郎氏による発明、昭和30年代に古賀政男氏による改良、
昭和50年代前半の琴伝流による大正琴合奏の確立が、今日では一般的になった演奏スタイ
ルで大正琴史の大きな節目となりました。
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湊川隧道ミニコンサート、この１年（その２）
中国楽器

日
時：平成28年10月15日（土）
グループ名：シャングリラ

＜シャングリラ＞中国楽器を奏でる腕前もクオリティが高く、お客様と一緒に楽しく過ご
してゆけるように完成度の高い演出で趣向を凝らし、アマチュアの領域を超えたミュジ
シャンの集まりシャングリラの皆さんです。神戸市立森林植物園や県庁北側の相楽園での
演奏会も評価が高く、その日の湊川隧道は、アンコールの声が止みませんでした。
古箏：朱 永賢、中胡：楊 芳美、フルス：弓削 和江、二胡：坂本 洋行

マンドリン

日
時：平成28年11月19日（土）
グループ名：アンサンブル・クインテット
<アンサンブル・シルフィーズ（Ensemble Sylpheeze)>
シルフィーズとは＜空気の精が起こすそよ風＞という意味で、名前のように爽やかなサウン
ドを目指したいということで名づけました。2009年に結成して以来、月に1回の合奏を楽しん
でいて、これまでに小野市うるおい交流館エクラ、三木市堀光美術館、神戸森林植物園など
で演奏を聴いていただきました。
[演奏者] 第１マンドリン：千石 靖子、 第２マンドリン：松尾 真澄
マンドラ：高岡 洋子、 マンドロンチェロ：前川 博美、 ギター：村上 省一

オカリナ

日
時：平成28年12月17日（土）
グループ名：オカリーナ・アミカ

<オカリーナ・アミカ プロフール>
「アミカ」とはイタリア語で「女性の仲間たち」という意味で、「オカリナ大好き」「仲間
が大好き」な女性が集い、オカリナ・フェスティバルなどでの演奏活動、病院や地域でのボ
ラティア活動に積極的に取り組んでいます。2013年にはカーネギーホールの「日米親善コン
サート」に、昨年はオカリナ発祥の地イタリアのブドリオ・コンソルツィオ劇場での「日伊
親善国際オカリナ・フェスティバルinブドリオ」に出演させていただきました。

落

語

日
時：平成29年2月18日（土）
グループ名：壽万寿（兵庫県福祉落語家）
＜壽万寿 (兵庫県福祉落語家)＞
万人に平等に笑いを届けたいという考えから、福祉行事限定で出演する独自の活動を
行っている。福祉落語家を名乗ってから、神戸市生涯学習支援センター（神戸市教育
委員会＝財団法人神戸市体育協会）主宰による「ＫＯＢＥまなびすとネット生涯学習
市民講師派遣制度」に専属在籍し、活動拠点を神戸市と位置付けた上で、全国各地に
笑いを届けている。

尺

八

日
時：平成29年3月18日（土）
グループ名：村上和幸（村上邑山）

村上邑山という竹号で、新都山流の尺八を長い間吹いています。普段は、尺八の支部や三曲
協会に所属して、演奏会に出ています。もうすぐ定年を機会にいろいろなところで吹いてみ
たいと思っています。いつもは、箏（「こと」ですが、邦楽の「こと」は、この字を使い、
琴とは本来違う楽器らしいです。）、三弦（三味線のことですが、箏曲の世界ではこの字を
使います。）等と合奏するのが多いのですが、今日は、独奏でお届けします。
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『土木の日』～湊川隧道通り抜け～

に約1600人が参加

平成 28 年度の「土木の日」
（11 月 13 日（日）
）は、天候も良く、昨年に比べて事前のＰＲも積極的に行われ
たこともあって、約 1600 人の参加があり、800 人分準備した瓦煎餅も早々になくなりました。
横浜、静岡、徳島といった県外からの参加者も多く、回を重ねるごとに参加人数が増えていますので、今後は、
通り抜けの時間帯や隧道までの案内、トイレの案内などのお知らせをよりわかりやすくするとともに、より安全
に歩行してもらうための工夫も必要になっています。

スタートを待つ参加者

入口付近

切石インバート付近

仮設桟橋

受付

木製通路付近

斜路でのパネル見学

切石インバート付近

転流坑内

転流坑から新湊川トンネル

室内橋付近

長田橋ゴール地点

－４－

近代土木遺産の紹介⑥

武庫大橋
武庫大橋は、尼崎市と西宮市の市境を流れる武庫川に架かる国道２号の橋である。私が西宮で7年間勤務し
ていた時によく通行した橋であり、自動車を運転していて武庫大橋に差しかかると照明灯付きの大きな親柱に
迎えられ、武庫川を渡るという意識が高まり印象深い橋であつた。
阪神国道（国道２号）は、幅員が狭くて未舗装の旧国道のバイパス道路として大正９(1920)年から工事が
始まった。事業区間は大阪市此花区～神戸市東灘区の26.7Kｍで、その内兵庫県側が22.2Kｍである。軌道・
車道・歩道に構成された幹線道路で昭和２(1927)年に開通した。
武庫大橋は、橋長207.4ｍ、幅員20ｍの鉄筋コンクリート橋である。大正14(1925)年８月に着工し、大
正15(1926)年12月に竣工した。アーチと桁間に空隙をもつ開腹式アーチを主体構造に採用し、径間20ｍの
アーチ橋６連を中心に、両岸の高水敷上は径間8.2ｍの桁橋９連で構成されている。歩道に設置された４箇所
のバルコニーは、細部がていねいにデザインされており華麗である。兵庫県西宮工営所の施工監督の下で鹿島
組(現鹿島)が施工した。
設計者は、一時兵庫県の嘱託技師を務めた増田淳である。東京帝大を卒業後渡米し、橋梁事務所に約15年
間勤務し、帰国後、全国で約80箇所の橋を設計・架設した。 増田淳が近畿地方で設計した橋は、十三大橋
(大阪市)、加古川橋(加古川市)、御幸橋(八幡市)、鳥羽大橋(京都市)などがある。
増田淳が関東大震災の被害を参考にして、耐震性を考慮した設計のお陰で、平成７(1995)年に阪神・淡路
大震災に見舞われたが高欄の一部損壊だけに留まった。
戦時中に高欄の鉄格子と青銅製の電灯柱が金属供出されたが、平成５(1993)年の復元工事で往時の姿を取
り戻した。ちなみに、昭和50(1975)年に阪神国道電車が廃止になり軌道は撤去された。
武庫大橋の周りには、広い河川敷に松林や花壇が在り市民の憩いの場になっている。そして、川面から見る
武庫大橋と背景の六甲山脈の眺望は素晴らしい。
国内でも屈指の美しい武庫大橋は、平成18(2006)年に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 西海伸行）

下流側から見る

地域の紹介⑩

西宮側から尼崎方面を見る

高水敷からバルコニーを見る

親柱

兵庫区役所新庁舎について

兵庫区役所総務課
兵庫区役所庁舎は、９区の中で最も古く、手狭さや設備の老朽化に加え、バ
リアフリー化の必要性などの課題が生じています。これまで、区内の各種団体、
事業者の代表者などによる「兵庫区庁舎・区民ホール整備検討懇話会」を開催
して、新庁舎の整備に向けた検討を行い、皆さんのご意見をいただきながら設
計を進めました。
区民の皆さんが使いやすく、親しみやすい庁舎になるよう整備を進めていき
ます。
新庁舎の整備にあたっては、
「兵庫区のシンボルとして、にぎやかさが感じられ、湊川公園との一体性
に配慮したデザイン」、「地域のにぎわいづくりに寄与する多目的空間やホールなど、さまざまな活動拠点
としての整備」、「大規模な災害時にも庁舎機能を維持できる防災上の拠点」、「ユニバーサルデザインへの
対応とともに屋上緑化（庭園）などによる環境への配慮」を重点項目として設計に反映し、本年４月より
建築工事に着手しています。
■新庁舎の概要
完成時期／平成 30 年度末完成予定（区役所）平成 32 年度末完成予定（消防署）
建設場所／現在の区役所敷地及び湊川公園の一部
床 面 積／約１０，０００㎡（区役所）、約２，９００㎡（消防署）
階
数／地上９階・地下１階（区役所）、地上４階・地下１階（消防署）
ホ ー ル／区役所２階、約４００㎡（約３６０席）
－５－

平成28年度の活動報告
【平成28年度総会・講演会】
日

時：平成28年４月17日（土）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）

総
講

演

参加者数：30名

会：平成27年度活動報告・会計報告・監査報告、平成28年度予算案、その他
会：講 師；村上 裕道（むらかみ ひろみち）氏 (兵庫県教育委員会事務局参事 兼 文化財課長)
演

題；『兵庫の近代化遺産

－その状況と活用策－』

講師略歴；1954年兵庫県高砂市出身。北海道大学工学部建築工学科修士課程修了（近代建築史）
1981年より（財）文化財建造物保存技術協会勤務。1992年より兵庫県教育委員会 社会教育・文化財
課勤務。2013年4月より兵庫県教育委員会 事務局参事（文化財担当）兼文化財課長、現在に至る。
講演から；

重要文化財の旧福島県尋常中学校本館（福島県郡山市）、その他重要文化財10件修理、70件基本設

計、文化財の計画・監理約600件以上を行う。

文化庁文化審議会文化財分科会企画調査会委員、古

民家＆景観資源開発発掘調査調整会議委員など歴任。文化財建造物の修復設計を担当する他、地域の
歴史的建造物を再発見し活用を図る、民間推進リーダー（ヘリテージマネージャー）の育成に取り組
み、活動組織を立ち上げると共に、「歴史文化を活かした地域再生」を推進する。
近代化遺産とは幕末から第二次世界大戦期までの間に、近代的手法によって建設さ
れ、我が国の近代化に貢献した産業、交通、土木に関する遺産のことです。1990年から
文化庁の支援により各都道府県教育委員会が全国の近代化遺産の状況についての調査を
実施する事になり、神吉和夫先生(神戸大学)方と一緒に調査をさせていただいた。近代化
遺産とは単なる過去の遺産だけではなく、使いつつ残す、良好な保存状態と管理が出来
ているものは残ってゆく。富山県の小牧ダムは、完成時には東洋一の規模と謳われたダ
ムで、昭和5年（1930）の竣工以来現在まで稼働し、電気を供給し続けています。
明治に国の法律(仕組みが変った)、明治に入った時に、合計2690名のお雇い外国人を招聘し、給
与は日本人の何十倍であった。その後、日本人がとって変わってゆく、 日本人アーテイストがオー
ダーに沿って造った作品群が全国に残っている。例として、碓氷峠の煉瓦橋梁、 金沢の尾山神社、そ
の他、鉱山・学校建築・トンネル・富岡製紙工場(日本の産業の考え方が変わった)など枚挙に暇がな
い。
<兵庫県>

播州姫路は、人口は増えないが税金収入が多く、その収益を神戸に回していた。神戸居留地に見る
煉瓦下水道管は日本最古であるが発想は江戸時代からあった。当時、隆盛を極めた生野鉱山でも洋風
を導入した医院以外は和風で住宅環境が悪く、生活レベルは変化しなかった。姫路の税金を基にし
て、近代化のモデル生活は神戸から始まった。神子畑鋳鉄橋は全鋳鉄製の橋としては日本最古の橋
で、現在では作ることはできない。生糸は現在でも823件（養父市以外）が従事しており、木造３階
４層の建物は建築基準法が災いし残せない(頑張っているところが残せないのは残念である)。

<湊川隧道>

私も評価している。文化財として評価していただけるところの仕組みを作っていただきたいと

思っております。近代化遺産は、私たちのごく身近に存在しています。いずれの近代化遺産も、まち
の歴史・人々の営みや生業と深く関わっています。近代化遺産が造られた背景には、関係した人たち
の努力と知恵の結集があります。自分たちのまちを見直し、近代化遺産を発掘することで、地域の歴
史文化に対する理解を深めることができ、その活用を考えることで、これからの地域づくりに結び付
けていくことが出来ると思います。
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【神戸まつりはっぴぃひろば】

平成 28 年 5 月 14 日 ( 土 )、第 46 回神戸まつりに協賛し、湊川公園「はっ
ぴぃひろば」で”湊川隧道保存友の会”活動紹介等のパネル展示や湊川隧道
紹介リーフレットを配布しました。今年”ハバタン”の参加は、来場者の年
齢幅も広がり、湊川隧道の認知度向上に役立ったと思われます。
今回は７回目の出展、お天気もよく 120 名程の方にアンケート記入を頂
き、湊川隧道をデザインした瓦煎餅を渡しました。今回、アンケート回答者
の約６割が兵庫区の方、その他神戸市各区からも数名以上こられていました。
神戸市外からは大阪府や姫路市等からの方が約１割程おられました。
回答者の割合は、女性がやや多く、また年齢構成は 30 ～ 60 代の方々が
約３/ ４程ありました。湊川隧道という名前を聞いたことがある方は約６割
と前年より減少しましたが、行ったことのある人は約５割と前年より増加し
ており、湊川隧道への来場者が年々増えてきていることがうかがえます。
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【周

辺

清

掃】

今年も入口周辺の草刈、清掃を２回行いました。
①日 時；平成 28 年 6 月 18 日（土）9:30 ～ 11:30
参加者；９名

②日 時；平成 28 年 10 月 15 日（土）9:00 ～ 12:00
参加者；6 名

【日本酒を湊川隧道で蔵置】

昨年11月、「福寿」・「早駒運輸株式会社」・「湊川隧道保存友の
会」の3者によって「神戸港150周年SAKE fromKOBE-KO 実行委員
会」が発足しました。委員会では、神戸開港150年を記念して商品に神
戸らしさと話題性をもたせ、「湊川隧道」の存在と歴史的価値をより多
くの方に知ってもらい、地場産業の振興ならびに日本酒文化への理解を
促進させることを目的にして、12月から4月まで湊川隧道の中で「神戸
開港150年記念酒」を貯蔵しました。神戸港は開港以来、湊川より流れ
隧道内貯蔵の様子
出る土砂のために港が浅くなって、船の航行に支障をきたす恐れもあり、港へ影響の無い所に湊川を付替
えることは、地元関係者の長年の宿願でした。明治34年、神戸の実業家などの尽力により付替えが実現
しましたが、この付替えに伴ってできたトンネルが湊川隧道です。このように「湊川隧道」は、神戸港発
展の礎であり、このたび初めて日本酒の蔵置場所になりました。
なお、湊川隧道内の貯蔵については、兵庫県神戸土木事務所から一時占用許可を受けています。

【平成29年『1.17』】

今年で5回目を迎える‘１．１７鎮魂の灯り、希望の灯’は、平
日（火曜日）であったことや数日前からの寒波の影響もあって５
時４６分の黙祷時間での参加者の人数は20名程度でしたが、全体
で59名の参加がありました。竹灯篭を設置するための位置のセッ
トは、昨年終了後に通路上にマークキングをしていたので短時間
で終わることができました。
市内の追悼行事が高齢化や後継者の不足で減少しつつあります
が、当会の「１．１７」はスタッフの協力と竹灯篭の提供なども
あって当面は継続が可能と考えています。今後とも関係者各位のご理解とご協力をよろしくお願いしま
す。
【第2回湊川隧道写真展覧会】

昨年に引き続いて写真展覧会を企画し、応募のあった作品を１月
21日の一般公開日から隧道内に展示しています。‘湊川隧道’がい
ろいろなカメラ目線でとられていますので、是非一度ご覧下さい。今
年はもっと応募作品があるようにＰＲしていきたいと思います。
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小学校の社会科見学

レポート
元神戸土木事務所河川課

奥田

祐己

皆さんは、湊川隧道が学校の授業で学ばれているのをご存知ですか。神戸市内の公立小学校では、湊川の付け
替え工事と湊川隧道について、4 年生の社会科で学習しています。選択教材のため、全ての学校で学ぶ訳ではあ
りませんが、市内約 160 校の内約半数の小学校で選択されています。
教材では、明治の中頃に天上川となっていた湊川が、往来の障害になる、流出土砂が港を浅くする、ことから
大水害をきっかけに湊川の付け替えが行われた、工事後旧湊川は埋め立てられて新開地ができたことを学びます。
湊川隧道は「会下山トンネル（湊川隧道）
」の名称で、工事の難所として登場しています。
こうした湊川の付け替えを学ぶ小学校から、
隧道見学の申し込みが毎年 5 校前後あります。授業に合わせてなので、
見学は 9 ～ 12 月頃に集中します。
説明は子供でも分かり易いように、難しい語句は使わず、大きな声で話すよう気をつけています。
見学の終わりに質問を受け付けますが、どの学校も積極的に手を上げて質問してくる子供が多くいます。必ず
聞かれる質問は「壁面の番号は何なのか」
。子供に測点を説明するのは難しく、
「住所や番地のような物」と答え
ています。また「入口にある分電盤が斜め
なのはなぜか」も良く聞かれます。

最後

に、見学で必ず聞くクイズを一つ。問「隧
道で使われているレンガを 1 列に並べると、
どこまで届くでしょうか」
。
答「①東京、②青森、③福島」
。分かります
か？

小学生（学童保育）の様子

答：目の錯覚です

ミニコンサートが、100回目を迎えました！
２月のミニコンサートは、平成15年11月の第1回ミニコンサートから数えてちょうど
100回目を迎えました。当日、出演者の壽万寿師匠にはサプライズで100回目を記念して
花束を贈り、名酒福寿さんからはお酒のプレゼントがありました。当日のお題は「酒の
かす」でしたので、ぴったりの贈り物になりました。ちなみに、これまでの出演団体数
は62を数えます。

タモリさんが湊川隧道に！
平成29年2月25日ＮＨＫブラタモリで『神戸の街 ～神戸はなぜ“ハイカラ”なのか？～』が放映され
ました。番組では、開港後、湊川で分断されていた兵庫と神戸の街が、湊川隧道を含む湊川の付替えに
よって一体になることで、神戸の街が発展したことを紹介しています。その中でタモリさんは天井川だっ
た旧湊川の跡地と新開地を歩いて隧道内でまとめをされています。放送された内容について神戸に住んで
いても初めて知ったという人も大勢おられるかと思います。
なお、放送内容は、神戸市のホームページのオンライン広報にアップされています。

湊川隧道公式WEBサイトができました！
湊川隧道のホームページが新しくなり、１２月から公開されています。湊川隧道についての資料、一般
公開のミニコンサートの記事や湊川隧道保存友の会の活動内容が掲載されています。また、前畑温子さん
の‘女子的土木散策レポート’では、神戸土木事務所管内の土木施設や土木事業が紹介されています。
「湊川隧道」で検索願います。
http://minatogawa-zuido.com/
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平成28年度
開催日時
平成28年４月16日㈯ 13：00～15：00

一般公開＆ミニコンサート等行事報告
イベント内容
クラッシック

出演者
アマローネ・トリオ

スタッフ数
10名

木村ハルヨ

211名

9名

５月21日㈯

13：00～15：00

二

６月18日㈯

13：00～15：00

吹奏楽

夢野中学校吹奏楽部

197名

11名

７月16日㈯

13：00～15：00

瓢箪笛、琴＆フルート、舞踊

四季大香

121名

8名

８月20日㈯

13：00～15：00

ジャズ

Coup de Coeur

159名

10名

９月17日㈯

13：00～15：00

大正琴

五月会・永長迦代子

130名

11名

10月15日㈯

13：00～15：00

中国伝統楽器ユニット

シャングリラ

162名

12名

11月13日㈰

10：00～15：00

1,587名

43名

11月19日㈯

13：00～15：00

マンドリン

アンサンブル・シルフィーズ

96名

9名

12月17日㈯

13：00～15：00

オカリナ

オカリナ・アミカ

206名

8名

平成29年１月17日㈫

5：30～ 9：00

『1.17』“鎮魂の灯り、希望の灯り”

59名

１月21日㈰

13：00～15：00

２月18日㈯

13：00～15：00

落語

壽

３月18日㈯

13：00～15：00

尺八

村上

合

胡

入場者数
116名

「土木の日」湊川隧道通り抜け

一般公開

計

第２回写真展覧会

平成29年度

56名

9名

108名

11名

298名

10名

3,506名

174名

文寿
邑山

（平成２8年度）

9名(事前準備4名)

一般公開＆ミニコンサート等行事予定

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

イベント内容

出演者

平成29年４月15日㈯

弦楽四重奏

アマローネ・カルテット

フルート

音もだち♪ツインクル

５月20日㈯
６月17日㈯

ブラスバンド

夢野中学校

７月15日㈯

70'アメリカンロック,ジャズ＆ブルース

Sunset Celebration

８月19日㈯

ジャズ

サトリエ

９月16日㈯

ジャズ

TUNA·Kazun

10月21日㈯

ヘルマンハープ

Tutu（チュチュ）

11月12日㈰

オカリナ

NHK神戸教室

12月16日㈯

演歌

山下眞由美

１月20日㈯

考

「土木の日」隧道通り抜け（ミニコンサートなし）

11月18日㈯
平成30年１月17日㈬

備

「1.17」鎮魂と希望の灯り（ミニコンサートなし）
一般公開・写真展覧会（ミニコンサートなし）

２月17日㈯

アコースティックギター

熊谷朋久

３月17日㈯

アコースティックギター

八多幸俊hatabo86

☆演奏者・出演者が変更なる場合があります。その場合はチラシ・Webでお知らせ致しますので、ご了承願います。

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
㈱神戸酒心館・神戸新鮮市場・㈱千葉出版・早駒運輸㈱

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

