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特集/応援します！あなたの子育て
会いたかった Yes!この人
藤井 淳史さん（こうべイクメン大賞 実行委員長）
季節の人気メニュー
スイート餃子
美味しい！かわいい！ 福祉のお店
CRAFT&TEAくがの家/スマイルショップ花
催し・イベント情報 / TOPICS
読者アンケート＆プレゼント

読者モデルの川野裕美さんと悟くん（3歳）。神戸市中央区の東遊園地で
撮 影  october studios
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　  自宅にお手伝いにいきます

・ 子育てから離れて
　　リフレッシュしたい
・ 保育園の後、仕事が
　　終わるまで預かってほしい

・ 放課後の習い事の
　　送迎を頼みたい　

子育てって、思っていたより大変。不安やとまどうこともいっぱいですね。
でも、心配しないで！ あなたを応援する心強い味方を紹介しましょう。応援します！あなたの子育て特 集

☎神戸市地域子育て支援センター・応援プラザ☎ 東灘区 ☎078-851-4148 灘　区 ☎078-811-6201
中央区 ☎078-230-1821 兵庫区 ☎078-682-7830 北　区 ☎078-595-0511 北　神 ☎078-982-2376
長田区 ☎078-579-6581 須磨区 ☎078-731-5033 垂水区 ☎078-704-2872 西　区 ☎078-929-1310

（民間）須磨区地域子育て支援センター ☎078-792-0674（民間）西区子育て夢センターあゆみ ☎078-991-3100

子育て中のあなたへ
「育児が不安」「もう疲れた」「イライラする」など、つらい気持ちになったときは、一人でがまんせずに、気軽
に近くの「神戸市地域子育て支援センター・応援プラザ」に相談をしてみませんか。話を聞いてもらうだけ
でもスッキリするかもしれませんよ。あなたが元気でいることが、お子さんにとってなにより大切です。

・ 産後の疲れが取れない。

　　家事や掃除をするのがつらくて

・ 初めての出産で
　　不安なことだらけ

・ 少しの間、自宅で
　　子どもを見ていてほしい

 

神戸市から委託を受けたヘルパーが、家事や育児の援
助をします。サービスが受けられるのは出産後１年以
内。１回２時間以内で10回まで。２時間1,600円。
問各区役所 こども保健係へ

▪神戸市シルバー人材センター
経験豊かな会員が、家事（掃除・洗濯・炊事）や子育て

（送迎・見守り）のお手伝いをしてくれます。
1時間1,000円～。
問神戸市シルバー人材センター ☎078-252-0316

▪コープくらしの助け合いの会
組合員どうしが助け合い、支えあう制度。家事や買い
物、育児のお手伝いなどをしてくれます。登録費用が
必要。

▪産後ホームヘルプサービス

問

▪神戸市ファミリー · サポート ·センター
会員制の子育て支援ネットワーク（対象は、概ね生後
3か月～小学校6年生）。会員登録が必要（入会金は無
料）。1時間700円～。
問同センター ☎078-271-5545

▪保育所（園）の一時保育
家庭での保育が一時的に難しいとき、お子さん（満
1歳～就学前）を預かってくれます。利用日数は週3
日まで。有料。
問各保育所（園）へ

▪子育てリフレッシュステイ
家庭での保育が難しいとき、リフレッシュしたいとき
に、お子さん（0歳～18歳）を預かってくれます。利用
日数は月10日まで。有料。
問神戸市こども家庭局こども家庭支援課

・ 泣き止まない！食べない！寝ない！　　どうしよう…

・ ちょっと気になる
　　　　ウチの子のこと

・ 夜中の発熱 ケガや急病　　　　　のときはどこへ？

▪各区の子育て相談
妊娠や出産の前後、子育て中のさまざまな相談、乳幼
児健診や予防接種について保健師が応じます。
問各区役所 こども保健係へ

▪こども急病電話相談
夜間・休日にお子さんの急な発熱や腹痛などで困った
とき、神戸こども初期急病センターの看護師がアドバ
イスします。
月曜～金曜日：20：00 ～翌朝7：00
土曜日：15：00 ～翌朝7：00  休日：9：00 ～翌朝7：00
問☎078-891-3499

お役立ちミニ情報

▪児童館すこやかクラブ
2～4歳児とその保護者が対象。児童館に毎週1回集
まり、親子遊びや「親と子のふれあい講座」などを。年
会費3,000円。
問各児童館へ

▪図書館
乳幼児向けの絵本もたくさん置かれており中央、兵
庫、北図書館北神分館、新長田の各図書館では、幼児向
けのお話会も開いています。
問各図書館へ

▪保育所（園）の園庭解放
地域の子どもたちのために、園庭を開放しています。
保育所（園）に入る前の慣らしにも。
問各保育所（園）へ

▪みんなの幼稚園
月4回程度、公立幼稚園と一部の私立幼稚園の園舎、
園庭を開放しています。2 ～ 5歳児と保護者が対象。
問各幼稚園へ

・ 同じ年頃の子どものいる

　　 お母さんと話がしたい

・ 子どもに友達が
　　できればいいな

・ 気分転換に
　　親子で出かけたい

　  お子さんを預かります 　   お出かけするならこんなところ 　  子育ての相談はこちらへ2 1 3 4

※1か月に古本は3点、子ども用品2点まで。【 無料で子ども用品を譲ってもらえます】 子ども用衣類やおもちゃ、古本など
▪リサイクル工房あづま 神戸市中央区吾妻通4-1-6 神戸市生涯学習支援センター北棟2階 問☎078-221-3144

問☎078-881-3144▪リサイクル工房ろっこう 神戸市灘区神ノ木通3-6-18 旧灘区役所（灘消防署）２階
問☎078-303-0319▪リサイクル工房みなとじま 神戸市中央区港島中町8-3
問☎078-987-3144▪リサイクル工房ほくしん 神戸市北区藤原台北町1-23

　 コープこうべ 検 索

▪休日・夜間の救急医療機関の案内
平日の17：00～翌朝9：00　土・休は24時間
問電話での案内は ☎078-846-0099へ

　 こうべ救急医療ネット 検 索



兵庫県ボランティア活動保険のご案内
ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中における万が一の事故に備えるための保険
です。本制度は年間17万人を超える皆さまにご利用いただいておりますので、ボランティア
活動に従事される際には、ぜひ本制度へご加入ください。

１名500円でご加入いただけます。
 ※「兵庫県ボランティア・市民活動災害共済」の場合。

【お問い合わせ】
神戸市社会福祉協議会
ボランティア情報センター
TEL：078-271-5306
【取扱代理店】
㈱兵庫福祉保険サービス
TEL：078-735-0166
【引受保険会社】
三井住友海上火災保険㈱
神戸支店　神戸法人営業課
TEL：078-331-8502

本制度の特徴
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子育ては、地域全体で行うもの
“こうべイクメン”は、パパだけとは限らない！
3年間でイクメンが当たり前の街に
３年前に三女が誕生。奥様に代わり長女と次女の送り迎えを
した藤井淳史さん。「夕方早めに仕事を終え、迎えに行くのは
本当に大変でした」。しかし当時、保育園の送迎をするお父さ
んは珍しく、好奇の目で見られたとか。「子育てと仕事の両立
でこんなに大変なのに、それをわかってくれない。きっと同様
に感じているお父さんは多いはず。よし、この３年で神戸をイ
クメンが当たり前の街にしよう！」と、2010年に仲間と立
ち上げたのが“こうべイクメン大賞”でした。

もっと男性に地域参加を
「“こうべイクメン”は父親とは限りません。おじいちゃんや近
所の人など、あらゆる男性をさします。子どもは地域全体で育
てるものだと思うからです」。全国からイクメンにまつわるエ
ピソードを集め、応募者を“こうべイクメン”に認定。徐々にそ
の輪を広げていきました。そして目標の3年目。今年6月にこ
べっこランドで開催したグランド・フィナーレには約1,000
人が参加。今やベビーカーを押す男性も保育園の送迎をする
男性も珍しくなくなり、イクメンは名実ともに社会に定着し
てきました。「子育てはもちろん、もっと男性に地域参加して
ほしい。そのための可能性を今、探っているところです」。
子どももイクメンも、ほめて育てて

「子育ては毎日が新しい発見。昨日できなかったことが今日は
できる。子どもの成長ってすごいなぁと思うんです」。
でも最近、育児を楽しめないお母さんが増えてきていると聞
き心配だと言います。「ある人から“子育ては環境や子どもの
性格によって千差万別。正解もないし、100点満点もない”
と聞きました。だから満点をめざして頑張ろうとは思わずに、
しんどい時は身近な人にＳＯＳを出したらいいと思います。
そして、お父さんがちょっとでも育児に参加したら、大いにほ
めてあげてほしい。子どもだけではなく、大人の僕たちもほめ
られるとうれしいものですから」。

藤井 淳史 さん
1977年6月3日神戸市生まれ。県立神戸高校から
大阪府立大学へ。卒業後、企業に勤めたのち、家業
の毛利マーク（1914年創業の老舗トロフィー店）
で次期社長として修行中。こうべイクメン大賞実
行委員長。神戸市灘区在住。家族は妻と7歳、4歳、
2歳の三女。※イクメンとは育児を積極的にする
男性のことでイケメンを転化させた言葉。

〒 651-0072
神戸市中央区脇浜町2-5-13

紹介者  みのり保育園

みんな大好き

① サツマイモは蒸して熱いうちにつぶしておく
② ①にⒶを加えてよく混ぜ合わせる
③ ②を餃子の皮で包む（中身が出ないよう 
 しっかり包む）
④ ③を180℃の油で色がつくまで揚げる
⑤ お皿に盛りつけ出来上がり

・サツマイモ ………………… 150 ｇ
・餃子の皮 …………………… 8 枚
・揚げ油 ……………………… 適宜
・砂糖 ………………………… 大さじ 2
・牛乳 ………………………… 大さじ３
・生クリーム ………………… 大さじ １
・バター ……………………… 大さじ １

Ⓐ

材 料

作り方

「体によい素材を厳選し、週４回おやつを手づくりにしています」と話す園
長の黒川淳子さん。栄養士の西村佳恵さんが紹介してくれたのは、スイー
トポテトを餃子の皮で包んで揚げる「スイート餃子」。上手に包むコツは、
具を少なめにすることだそうです。

藤井さんとパパ友達の佐久間健さん父子

手前＝スイート餃子
奥＝ポテトを丸めてそうめんをつけて揚げるといが栗ポテトに変身！

会いたかった この人

スイート餃子
季節の人気メニュー

神戸市中央区橘通３丁目４番１号　神戸市立総合福祉センター 4 階
電話番号 078-361-3889　FAX 078-361-3918

〒650-0016

HP アドレス http://www.hoiku-kobe.or.jp

【公益社団法人 神戸市私立保育園連盟】
21世紀を生き抜く子どもたちの幸せを求めて、保護者
と共に豊かな保育活動を行っている、神戸市内の認可私
立保育園の団体です。昭和36年に結成し、平成７年に社
団法人として認可を受け、平成23年10月より公益社団
法人に認定されました。
地域社会での児童福祉向上のため、子育て電話相談や面
談相談、親子で楽しめるイベント事業（こどもフェスタ、
食生活フェア等）、広報誌｢遊象｣の発行、保育職員の研
修、保育事業に関する調査研究、障がい児保育や環境教
育に関する事業などを行っています。

【神戸市ファミリー・サポート・センター】
「子育ての応援をしてほしい人」（依頼会員）と「子育ての
応援をしたい人」（協力会員）が互いに会員となり、子育て
を一時的、臨時的に地域の人が応援する、子育て支援ネット
ワークです。
幼稚園・保育園のお迎えに間に合わない、急な外出、ちょっ
とリフレッシュしたい…そんな時に、「依頼会員」は「協力
会員」に子どもを預かってもらえます。
会員になるためには「依頼会員」は説明会に参加し、「協
力会員」は、3日間の講習会を受講して会員として登録し
ます。

問☎078-271-5545

【拠点児童館】
総合児童センター（こべっこランド）と連携し、専門の講師
を迎えて子育て専門講座を開設しています。

「赤ちゃん講座・1歳半講座」は、育児の不安や負担感を軽減
し、子育てを積極的に楽しめるように援助する講座で４回
シリーズです。（参加無料・保育付き）。

「学齢期および思春期の子育て講座」は、子どもの特性や子育
ての課題・問題について親が学びながら、親と子の良好なコ
ミュニケーションをはかります。5回シリーズ（参加無料）。

子どもからお年寄り、障がいのある人まで、全ての人が住み慣れた地域で、健康に
明るく、安心して過ごせるよう、地域福祉を充実させ、さまざまな活動をしています。※神戸市社協とは

※平成28年度までに各区で拠点児童館が指定される予定です。

魚崎児童館（東灘区） 有野児童館（北区）
問☎078-453-2662 問☎078-987-2010

落合児童館（須磨区） 小束山児童館（垂水区）
問☎078-791-7644 問☎078-795-4789平成24年度ファミサポ市民交流会

「子どもから教えてもらうこと」より

「赤ちゃん講座」より

平成24年2月に開催した
「第18回食生活フェア」より。
写真左＝「あそびのコーナー」
上＝「ちびっこクッキング」
コーナー

子育ての“不安”や“困った”を解決するため、市内のさまざまな団体があなた
をサポートします。みんなが、お子さんのすこやかな成長を願っています。

応援します！あなたの子育て２特 集



経営者のみなさまへ・・・

神戸市があなたの会社の
福利厚生の充実をお手伝いします。

安心・安価でお得 加入企業募集中

＊掛金は損金または必要経費扱いになります。会員になったその日からご利用いただけます。

① 安心！    神戸市が事業主体
② 安価！    従業員１人あたり１ヶ月５００円の掛金
③ 豊富なメニュー！

ご加入いただける企業は
市内に事業所がある中小企業、社会福祉法
人、医療法人等。個人企業も加入できます。
※従業員の方は全員の加入が必要です。（事
業主だけや一部の従業員だけの加入は認め
られていません）

お問合せ先・資料のご請求は

http://www.happypack-kobe.jp

公益財団法人

神戸いきいき勤労財団
神戸市勤労者
福祉共済 Tel:078-231-8189
〒651-0096　神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル10階

慶弔給付金・旅行助成・保養所助成・講座助成・各種チケットのあっせん・
スポーツクラブ・人間ドック等　
毎年1回、家族慰安会に全員無料でご招待（コンサート・観劇・映画鑑賞・

       市内観光施設等のコースから選択）
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催し·イベント情報

リピーター続出　体にやさしいクッキー＆ケーキ

いつも笑顔を忘れずに…心に花を咲かせよう

CRAFT&TEAくがの家

スマイルショップ花

美味しい！かわいい！福祉のお店 講座 地域での子育て支援者向け講座
H24/12/3（月）13:30～16:00（※受付13:15〜）
地域で子育て支援に携わっている方のための講座。内容は ①絵本に
ついて ②知っておきたい感染症について ③体をつかった実技。

【場所】北区民センターすずらんホール多目的室（北区鈴蘭台西町1-22-1）
【定員】50名　【参加費】無料
【申込・問い合わせ】 北区社会福祉協議会 ☎078-593-1111内線306

催し 愛の輪ふれあいコンサート
H24/12/24（月・祝）13:00～16:00
出演は、渡辺りえこさん（手話シンガーソングライター）、「KOBerrieS
♪」他。

【場所】神戸市総合児童センター（こべっこランド＝中央区東川崎町1-3-1）
【定員】150名（入場無料）
【問い合わせ】広報交流部 ☎078-271-5306

講座 なかよしボランティア養成講座
H25/1/29、2/5・12・26の各火曜の14:00～16:00 実習は2/13～25に数日
障がいのある子どもの支援をするボランティアの養成講座。対象は、
東灘区内で活動できる人。

【場所】東灘区民センター  または東灘区役所
【参加費】無料（ボランティア保険加入料500円が必要）
【申込・問い合わせ】 東灘区ボランティアセンター ☎078-841-6941

催し 市民福祉セミナー「心をいやすメッセージ」
～いのちと看取りの現場から～

H25/2/6（水）14:00～15:30 （※事前申し込みが必要です）

講師は、医師でありターミナルケア（終末期医療）の第一人者である淀
川キリスト教病院名誉ホスピス長の柏木哲夫さん。

【場所】こうべ市民福祉交流センター 3階301教室（中央区磯上通3-1-32）
【受講料】1,000円（当日会場で）　【定員】80名
【申込・問い合わせ】 市民福祉大学 ☎078-271-5300

ＪＲ垂水駅山側に建つ「くがの家」。2階の工房では、知的ハンディのあ

る人々が有機栽培や無農薬の材料を使いクッキーとケーキをつくって

います。母体のホーム塩屋理事長・鈴木都さんは「設立して27年。それぞ

れの心の中に眠っている才能を引き出し、生きる力を養えるよう努めて

きました」と話します。1階は店舗。ホーム塩屋の布製品や他の作業所、

地域の人の商品も置いており、コミュニケーションの場にも。コーヒー、

紅茶はクッキー付き300円。

11月24日(土)・25日(日)には、
「25周年記念 Happy Days」を開催します。

問078-382-1300の同センターへ。

長田駅近くの菅原通（愛称すいせん通）に面した「スマイルショップ花」

は、菅原市場から生まれた女性ばかりの小規模作業所。刺しゅうハンカ

チ、ステンシルのエコバッグ、ヒノキの消臭袋など癒し系の布小物を制

作し販売しています。「ボランティアで指導をしてくださる方、デザイ

ンをしてくださる方などたくさんの仲間に支えられながら共に製作を

しています」と管理者の矢内八千代さん。阪神・淡路大震災を乗り越え、

この地にしっかりと根付く明るく元気な「花」です。

神戸市内の福祉向上のため役立てています。
【善意銀行】
善意銀行では、金銭、物品のご寄付を「金銭口座」と

「物品口座」にお預かりしています。
（預託の部 金銭口座） 瑞乃会、神戸ウィンドアン
サンブル、みなと銀行従業員組合、匿名6件

（預託の部 物品口座） みなと銀行従業員組合、匿
名１件

（払出の部 金銭口座） 家庭養護促進協会、神戸市児
童養護施設連盟、上野丘学園、信愛学園、神戸市老人
クラブ連合会、認知症の人と家族の会、兵庫県障害者
社交ダンス連盟、神戸六甲ポートライオンズクラブ

（払出の部 物品口座） 誕生日ありがとう運動本
部、ケアステーションひらの

【社会福祉推進基金】
 さくらケーシーエスボランティア基金

（敬称略６月～９月分ご承諾いただいた方のみ掲載しています。）

ご寄付をありがとうございます
開館25周年記念講演会を開催しました

～こべっこランド～

催し 神戸市社会福祉大会を開催しました
平成24年度  神戸市社会福祉大会を9月11日に、神戸文化ホール・大
ホールで開催しました。この大会は、社会福祉関係者が一堂に会して、市
民の福祉推進の決意を新たにするとともに、社会福祉事業の功労・奉仕者
等の功績を顕彰するものです。大会冊子（受賞者名簿）は本会ホームペー
ジに掲載しています。 ＵＲＬ▶http://www.with-kobe.or.jp/

催し 福祉教育講演会
 ＆「愛の輪ポスター」「福祉体験作文」表彰式

H24/12/16（日）13:00～15:50
第一部は表彰式、第二部は、戦場カメラマン渡部陽一
氏（写真）の講演を。参加費無料。

【場所】神戸文化ホール・中ホール（中央区楠木町4-2-2）
【定員】先着900名
【申込・問い合わせ】 広報交流部 ☎078-271-5306

催し サンタに出会えるクリスマス
～キラキラクリスマスツアー～

H24/12/8（土）・9（日）11：00～16：00に10回公演（各回45分）
大学生のボランティアによるお話やダンス
など。少し早目のクリスマスを楽しみましょ
う。※当日先着順受付　無料

【場所】神戸市総合児童センター
 （こべっこランド＝中央区東川崎町1-3-1）

【問い合わせ】 同センター ☎078-382-1300

催し こうべ障害者音楽フェア 2012
ジョイフルコンサート

H24/12/23（日・祝）14：00～16：00
障がいがある人や障がい者を含むグループのほか、ゲスト
に神戸出身の声楽家のナム ユカさん（写真）を迎えて。

【場所】神戸新聞松方ホール（ 中央区東川崎町1-5-7 神戸情報文化ビル4階 ）
【入場料】1,000円
【問い合わせ】 同フェア実行委員会事務局 ☎078-271-5330

ていねいに正確に手を動かし、
一つずつ作品が仕上がってい
きます

ナッツ類はていねいに包丁できざ
みます。小麦粉やバターを混ぜるの
も機械を使わず、すべて手作業です

国産の無農薬レモンをたっぷり使った
「レモンケーキ」400円～（右）
フルーツを1年間洋酒に漬け込み作る

「ダークフルーツケーキ」600円～（左）

カントリークッキー、ココナッツ
クッキーなど４つの味が楽しめる

「ミックスクッキー」
400円（一袋120ｇ入り）

やさしい色調の花が描かれた
「ステンシルのエコバック」
大1,300円～、小500円～

温かい心が伝わってくる
「刺しゅうのガーゼハンカチ」
1枚350円～

住 所 神戸市垂水区陸（くが）ノ町5-11
TEL/FAX 078-707-7740
営 業 時 間 午前10時～午後5時
定 休 日 土・日・祝日
ホームページ 検 索　 ホーム塩屋

住 所 神戸市長田区菅原通4-30-1
TEL/FAX 078-579-2613 
営 業 時 間 午前10時～午後4時
定 休 日 土・日・祝日
ホームページ 検 索　 スマイルショップ花

総合児童センター（こべっこランド）
では、開館25周年を記念し、10月
7日に「発達のアンバランスな子ども
たち・大人たち」と題して、福島学院
大学大学院教授で心療内科医の星野
仁彦先生を講師に迎え記念講演会を
開催しました。当日はテーマへの関
心の高さから、500人定員のホール
が満員に。青年期以降の引きこもり
や行為障害（非行）などの2次障害等
を防ぐには、早い時期から理解し支

える必要があることを分かりやすく
講義いただきました。

手前＝長田区社協の理事長賞を
受賞した「ヒノキのサシェ」1,000円
奥＝脱臭効果にすぐれたカーシート用

「ヒノキのピロー」2,500円
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VOICE投稿欄

「きずな KOBE」では、企業等の広告を掲載しています。
広告掲載のお問い合わせは、078-271-5306 神戸市
社会福祉協議会 広報交流部へ。

 （2012年11月発行）
第2号

発行 社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 広報交流部
 〒 651-0086  神戸市中央区磯上通 3-1-32 こうべ市民福祉交流センター
 http://www.with-kobe.or.jp/　TEL 078-271-5306
監修 広報メディア研究所

この広報誌は愛の輪運動・赤い羽根共同募金の補助を受けて発行しています。
神戸市社協広報印刷物登録
平成24年第５−2号　広報印刷規格Ａ−３類

プレゼント
〈応募締切：12月31日必着〉アンケートにご協力ください

「きずな KOBE」第2号はいかがでしたか？
お読みになられたご意見・ご感想をお聞かせください。
お寄せいただいた方のなかから、抽選で下記の商品をプレゼントいたします。

⃝神戸市社協の名は知っていても、活動内
容は知らないという人は多いと思いま
す。そういう人にぜひ読んでいただきた
い情報誌です。（Ｙ．Ｙさん）

⃝昨年、認知症の父が在宅福祉センター
の方に助けていただきました。これか
らも不安がいっぱいですが「きずな
KOBE」がお守りになってくれそうです。

（Ｃ．Ｈさん）
⃝3歳の娘の育児真っ最中で、76歳の母

とも同居しているため、創刊号の特集は
ぴったりでした。２～３ページの一覧表
は見やすくて、とてもよかったです。

　（Ｔ．Ｋさん）
「きずな KOBE」では読者の皆様からの
投稿を募集しています。応募はプレゼント
欄と同じ宛先にどうぞ。掲載者には、記念
品を贈らせていただきます。

お名前、ご住所（〒）、電話番号、年齢、性別、職業、今号をお読みになられたご意見、
ご感想と希望のプレゼント名を明記して、下記までご応募ください。応募多数の場
合は抽選。当選者の発表は賞品の発送に代えさせていただきます。

Eメール

ハガキ 〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32 神戸市社会福祉協議会
「きずな KOBE」プレゼント係へ

kouhou@with-kobe.or.jp ※次号は3月発行の予定です。

お誕生から3歳までの育児書。お世話や病気か
ら、ワーキングママの基礎知識までていねいに
解説されています。聖路加国際病院副院長 細谷
亮太先生監修。Gakken

1名様『はじめての育児』A

【応募方法】 ハガキまたはEメールで

中右 瑛氏が発表し続けているシェリト・リンド
と題した青い抽象画７点と同世代の作家たちに
よる抽象画を紹介。（１月12日～ 3月31日）

5名様神戸ゆかりの美術館B

中右 瑛 「シェリト・リンド」
1979年 油彩・キャンバス

3名様しあわせの村
 「しあわせの湯」ペア入湯券

C
「しあわせの湯」は、10種類のお風呂が楽しめ
る広々としたジャングル風呂。お年寄りや障が
いがある人にもやさしい広々とした温泉です。 JR三ノ宮から市バス66系統で30分

「BLUE−新収蔵・中右瑛 シェリト・リンドと
神戸の抽象画家たち−」ペア入場チケット

六甲ライナーアイランドセンター駅すぐ


