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第14回  Kobe Love Port みなとまつり
7/ 19日・20月・㊗

7/ 20月・㊗

8 / 8土

第31回  神戸港ボート天国

第45回  みなとこうべ海上花火大会

神戸港夏物語2015
KOBE MUSIC & GOURMET PORT

8 / 22土・23日
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夏のミナト神戸…。

イベント案内

●７〜９月のイベント情報
時　期 イベント名 概　　　要 場　所 お問い合わせ

～7月12日（日）
「ギャラリーゆめ 陶芸展」　
『村山健太郎、三藤るい、

丸田宗一郎三人展』
唐津の村山氏・武雄の三藤氏と丸田氏の作品

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

７月２日（木）～
８月３１日（月）

大募集！
楽しくてキレイなアート

「夏休み！ガラス絵体験」

きらめくKOBEの記念や宿題にGooｄ！ガラスの裏から描き
表から鑑賞　珍しくて不思議！ 体験・材料費￥1,000-

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

7月2日(木)～
9月20日(日)

「喬城 奈緒海流２つの祭り展」
～フォト歌人～

作家の故郷で20数年ぶりの神戸まつりを題材。サンバチー
ムと、作家の現住地・群馬「八木節」に興じる桐生の人々の
躍動！「魂の双曲線」

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

7月4日(土)～
7月7日(火) 神戸ポートタワー「七夕飾り」

神戸ポートタワーの展望５階に竹笹と短冊を設置し、願い
事を書いた短冊を飾りつけます。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-327-8982

7月5日(日)
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」イベント
神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：59～20：01までの間で
プロポーズ・パターンに点灯。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-327-8982

7月6日(月)～
7月7日(火) 神戸ポートタワー「七夕照明」

神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：00～19：30まで七夕パ
ターンに点灯。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-327-8982

7月7日(火)
神戸ポートタワー

「七夕ライトダウン」
神戸ポートタワーのLED照明が20：00～22：00消灯。 神戸ポートタワー

神戸港振興協会
☎078-327-8982

7月7日(火)～
7月19日(日)

日本ボトルシップ協会
新作発表展

日本ボトルシップ協会会員が製作した新作を約60点展示。
神戸海洋博物館

展示ロビー
神戸港振興協会
☎078-327-8983

7月11日(土)
神戸みなとの知育楽座Part7
第2回講演会「神戸外国倶楽
部のむかしといま」

“みなと神戸名所めぐり”という共通テーマのもと、「みなと
神戸の名所」に関する講演会。全7回の2回目。※事前申し
込み（参加費300円：開催協力金）

神戸海洋博物館
ホール

NPO法人
近畿みなとの達人
☎078-891-4561
FAX078-891-4550

7月中旬～
7月下旬 海の絵画コンクール入賞作品展

神戸海事広報協会が募集した幼稚園から中学生までが描いた
海や水辺に関する絵画の入賞作品を展示。

神戸海洋博物館
エントランスホール

神戸港振興協会
☎078-327-8983

7月18日（土）～
8月2日（日）

「ギャラリーゆめ 陶芸展」　
『織部、黄瀬戸、志野酒器展』

総勢15名のぐい呑（盃）が楽しめる
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

7/18(土) 
8/16(日) 
9/22(火)

五行歌集い 14：00～16：00  ￥1.000-（スイーツ込み）
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

７月１８日（土）～
８月３１日（月）

第１２回
「KOBEみなとの絵大賞 作品展」

春の５月、大好きな神戸港に集まった２～８０歳代の約300人。
出展された全作品・受賞作品を見に行こう！表彰式　７/１８（土）
１：３０～神戸港振興協会長賞・神戸市長賞ほか１４賞を祝う

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

7月19日（日）
～20日（月・祝）

第14回 Kobe Love Port
みなとまつり

地元企業や市民によるステージイベントやランドイベント、各
国料理などの国際屋台など盛りだくさんの真夏のイベント。
ウォーターフロントを楽しめます。

メリケンパーク
神戸青年会議所
☎078-303-0075

7月20日
（月・祝） 第31回 神戸港ボート天国

海上パレード、各官庁船や巡視艇・練習船等による一般公
開や体験航海など、普段はなじみのない、神戸港で活躍す
る船が体験できる夏の海のイベント。

メリケンパーク・中突堤・
かもめりあ・神戸港一円

神戸港振興協会
☎078-327-8982
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7月22日(水)
～9月6日(日) 「海上保安庁展2015」

「灯台へ行こう！」をメインテーマにした灯台の歴史や役割
を楽しみながら学べるパネル展示と、海上保安庁に密着し
て撮影した迫力ある写真展を同時開催。

神戸海洋博物館
展示ロビー

神戸港振興協会
☎078-327-8983

７月23日～28日
８月20日～25日
９月18日～23日

「A4サイズ作品展」
鑑賞と出展が楽しめる！毎月出会える作品は彫刻・漫画・写
真などバラエティー豊か!!
出展（￥1.000-）に関しては問い合わせを

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

8月2日(日)
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」イベント
神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：59～20：01までの
間でプロポーズ・パターンに点灯。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-327-8982

8月6日(木)
第24回
三菱しんせんサマースクール

日本の最先端技術などに興味を持っていただくため、子供
向けセミナーを開催。2名までを1組として100名を募集。

（要事前申込）

三菱重工業
神戸造船所

神戸港振興協会
☎078-327-8982

8月8日(土)
第45回
みなとこうべ海上花火大会

メリケンパーク・新港突堤沖の台船から約１万発の花火を
打ち上げ、神戸の夜空を華やかに彩る夏の風物詩。（※有料
席もあります）

観覧はメリケンパーク、
ハーバーランド、ポーア
イしおさい公園、新港
突堤、兵庫ふ頭など

神戸市総合コールセンター
☎078-333-3330

8月16日(日) 夏休みボトルシップ教室
清涼飲料水のビンのなかに船の模型を組み立てる小・中学
生向けの工作教室。※事前申込が必要（参加費1,000円：
材料費）

神戸海洋博物館
ホール

神戸港振興協会
☎078-327-8983

8月18日（火）～
8月24日（月） 練習帆船｢日本丸｣寄港 航海訓練所の練習帆船「日本丸」（2,570総トン）が神戸に寄港。 新港第１突堤

神戸港振興協会
☎078-327-8982

8月22日（土）～
8月23日（日）

神戸港夏物語2015
KOBE MUSIC & GOURMET 
PORT・波止場まつり

平成29年に迎える神戸開港150年に向けて開催する、この
夏最後の神戸港のイベント。野外ステージでの生演奏や神戸
ならではのグルメなどを展開。

中突堤・かもめりあ
神戸港振興協会
☎078-327-8982

8月28日（金）
～9月1日（火） 練習帆船｢海王丸｣寄港

航海訓練所の練習帆船「海王丸」（2,556総トン）が神戸に
寄港。

新港第１突堤
神戸港振興協会
☎078-327-8982

8月29日(土) 「海上保安庁展2015」講演会
元海上保安庁警備救難監 冨賀見栄一氏による講演と、海上保
安庁の写真を撮影する機会の多いプロカメラマンによる、撮影
講座。

神戸海洋博物館
ホール

神戸港振興協会
☎078-327-8983

9月5日（土）～
9月20日（日）

「ギャラリーゆめ 陶芸展」
『明主航展』

京都亀岡で作陶する明主航氏の展覧会
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

9月6日(日)
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」イベント
神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：59～20：01までの間で
プロポーズ・パターンに点灯。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-327-8982

9月10日(木)～
23日(水・祝)　

「浅野間仁美～ハンドメイド
アクセサリー」 ～白の饗宴～

美しいホワイトの素材で制作。チョーカーなども展示
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

９月１７日(木)～
９月２９日(火)　 「ゆきもりりょう 漫画展」

英国シンガーイル・ディーヴォや岡田准一をペン１本で思いの
ままに描く!! 期間中 恒例の「１DAY・作家＆イル・ディーヴォ
ファンの集い（要予約）」開催！

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

9月20日(日)～
10月8日(木)

第２５回 人と海のフォトコン
テスト「マリナーズ・アイ展」

一般財団法人全日本海員福祉センターが主催する写真展。
海を職場とする人々のさまざまな姿を対象とした写真展。

神戸海洋博物館
エントランスホール

神戸港振興協会
☎078-327-8983

9月21日(月) 神戸ポートタワー「敬老の日」
神戸ポートタワーで「65歳以上の年齢確認証明書」提示で
終日半額入場。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-327-8982

9月23日(水・祝)
～9月２７日(日)

「キャシーマム ハワイアン
キルト展」

キャシー中島とグループが華やかな作品をホール一杯に披露！
ワークショップほか

神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335

９月27日（日） 「かみのと ART マルシェ」
ハンドメイドやヒーリング、エステなど女性が楽しめる時間。

（11：00～16：00）出展希望は問い合わせを
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎078-351-1335
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7月14日に入港する「SKY SEA GOLDEN ERA」（71,545総トン）

8月28日に入港する「QUANTUM OF THE SEAS」（168,666総トン）

夏の神戸港には国内外のクルーズ客船の入港が続きます。「SKY SEA 
GOLDEN ERA」「QUANTUM OF THE SEAS」「SILVER 
DISCOVERER」の３隻が初入港を予定しており、港を賑わせてくれそうです。

9月11日に入港する「SILVER DISCOVERER」（5,218総トン）
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インフォメーション
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初入港

初入港

初入港



●神戸港に入港予定のクルーズ客船（７月〜９月）
船　　名 船　籍 総トン数 バース 入港日 入港時間 出港日 出港時間

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 7月10日(金) 5：00 7月10日(金) 11：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 7月12日(日) 15：00 7月12日(日) 23：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 7月14日(火) 8：00 7月14日(火) 11：00

SKYSEA GOLDEN ERA＊ マルタ 71,545 4Q1/Q2 7月14日(火) 15：00 7月15日(水) 16：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 7月15日(水) 17：00 7月16日(木) 10：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 7月16日(木) 17：00 7月17日(金) 11：00

7月10日から計8回入港する「ぱしふぃっくびいなす」（26,594総トン）

7月26日に入港する「OCEAN DREAM」（35,365総トン）

9月23日に入港する「CELEBRITY MILLENNIUM」（90,963総トン）

7月14日から計3回入港する「にっぽん丸」（22,472総トン）

9月7日に入港する「VOYAGER OF THE SEAS」（138,194総トン）

9月23日に入港する「飛鳥Ⅱ」（50,142総トン）
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注１）　4Q1、4Q2：神戸ポートターミナル　　PI-ST：ポートアイランドSTバース　　NAKA-BC：中突堤旅客ターミナル　＊：初入港
注２）　スケジュール・バース等は変更・追加されることがありますのでご注意ください。

OCEAN DREAM パナマ 35,365 4Q1 7月26日(日) 14：00 7月29日(水) 19：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 8月8日(土) 10：00 8月8日(土) 14：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 PI-ST 8月8日(土) 16：00 8月8日(土) 22：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 8月10日(月) 17：00 8月10日(月) 20：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 8月11日(火) 16：00 8月11日(火) 18：00

QUANTUM OF THE SEAS＊ バハマ 168,666 4Q1/Q2 8月28日(金) 13：30 8月28日(金) 23：59

VOYAGER OF THE SEAS バハマ 138,194 4Q1/Q2 9月7日(月) 9：00 9月7日(月) 23：59

SILVER DISCOVERER＊ バハマ 5,218 NAKA-BC 9月11日(金) 6：30 9月11日(金) 18：00

CELEBRITY MILLENNIUM マルタ 90,963 4Q1/Q2 9月23日(水) 16：00 9月24日(木) 17：00

飛鳥  Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 9月23日(水) 16：00 9月23日(水) 19：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 9月28日(月) 7：00 9月28日(月) 10：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 9月30日(水) 18：00 10月1日(木) 10：00

●練習船入港予定（７月〜９月）
船　 名 所属等 総トン数 入　港 出　港 バース

銀　河　丸 航海訓練所 6,185 7月9日(木) 10：00 7月14日(火) 10：00 新港第２突堤G

青　雲　丸 航海訓練所 5,890 7月17日(金) 10：00 7月23日(木) 14：00 新港第２突堤G

日　本　丸 航海訓練所 2,570 8月18日(火) 10：00 8月24日(月) 10：00 新港第１突堤Ｃ

大　成　丸 航海訓練所 3,990 8月19日(水) 10：00 8月24日(月) 10：00 新港第１突堤Ａ

青　雲　丸 航海訓練所 5,890 8月19日(水) 10：00 8月24日(月) 14：00 新港第１突堤Ｄ

海　王　丸 航海訓練所 2,556 8月28日(金) 14：00 9月1日(火) 16：00 新港第１突堤Ｃ

銀河丸（予定） 航海訓練所 6,185 9月8日(火) 10：00 9月12日(土) 時間未定 新港第１突堤Ｃ

銀河丸（予定） 航海訓練所 6,185 9月29日(火) 時間未定 10月3日(土) 14：00 新港第１突堤Ｃ

※スケジュール、バース（停泊場所）等は、変更されることがあります。

練習帆船「日本丸」・練習船「青雲丸」
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初入港船・新規航路船インフォメーション

●神戸港にようこそ！　初入港船・新規航路船
入港月日 船　　　　名 船　籍 総トン数 船　種 航路 運航者（船社） 代理店

4月7日(火) SITC FUJIAN 香港 17,360 コンテナ船 東南アジア
（VTX1)

SITC CONTAINER 
LINES CO,LTD. ㈱日新

4月28日(火) THALATTA マルタ 75,283 RO-RO船 欧州 WALLENIUS 
WILHELMSEN LOGISTICS 川西倉庫㈱

5月9日(土) MOL BEAUTY 香港 113,042 コンテナ船 欧州
（LOOP1） ㈱商船三井 ㈱MOL JAPAN

6月1日(月) SITC GUANGDONG 香港 17,360 コンテナ船 東南アジア
（VTX1)

SITC CONTAINER 
LINES CO,LTD. ㈱日新

「SITC	FUJIAN」の初入港を歓迎　PC-14バースにて

「MOL	BEAUTY」の初入港を歓迎  PC-16/17バースにて

「THALATTA」の初入港を歓迎　RL-1バースにて

「SITC	GUANGDONG」の初入港を歓迎  PC-14バースにて
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3月18日〜19日「QUEEN ELIZABETＨ」（90,901総トン）が昨年に続き神戸港に入港。台風の影響で当初寄港予定の横浜港から急遽神戸港へ変更し入港
しました。船内では、入港歓迎セレモニーを実施し、高橋丹三さんによる津軽三味線演奏や「木村優一と大地の会」による和太鼓演奏を楽しんでいただきました。
また、出港時は「大地の会」による和太鼓演奏で見送りました。（神戸ポートターミナルにて）

3月22日〜23日、28日〜29日「NAUTICA」（30,227総トン）が神戸港に入港。歓送迎演奏などを実施し寄港を歓迎しました。写真は神戸夙川学院大学吹
奏楽部による歓送演奏の様子。（中突堤旅客ターミナルにて）

3月26日〜27日「MARINER OF THE SEAS」（138,279総トン）が神戸港に入港。流通科学大学和太鼓部による歓迎演奏で寄港を歓迎、また出港時は
神戸市消防音楽隊による歓送演奏で見送りました。（神戸ポートターミナルにて）

4月2日、21日「CALEDONIAN SKY」（4,200総トン）が神戸港に入港。2日の寄港時は、表敬訪問を行いターミナルレディから船長やホテルマネージャー
らへ花束を贈りました。また21日の入港時は、神戸市消防音楽隊による歓迎演奏で寄港を歓迎しました。（中突堤旅客ターミナルにて）
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4月14日「ぱしふぃっくびいなす」（26,594総トン）が97日間の世界一周クルーズから帰港。神戸市消防音楽隊による歓迎演奏や帰港セレモニーを開催しました。
（中突堤旅客ターミナルにて）

4月27日「VOLENDAM」（61,214総トン）が神戸港に入港。ターンアラウンドを行い、北太平洋を渡るクルーズに出港。寄港時には、表敬訪問を行いました。
（神戸ポートターミナルにて）

4月29日「CELEBRITY MILLENNIUM」（90,963総トン）が神戸港に入港。神戸市消防音楽隊による歓迎演奏で入港を歓迎し、表敬訪問を行いました。
また出港時は、須磨翔風高校和太鼓部による歓送演奏で見送りました。（神戸ポートターミナルにて）

5月7日、13日、26日「VOYAGER OF THE SEAS」（138,194総トン）が神戸港に入港。神戸学院大学吹奏楽部の皆さんや、神戸市消防音楽隊、また多く
の市民のみなさんが歓迎とお見送り。（神戸ポートターミナルにて）
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5月から6月にかけて「DIAMOND PRINCESS」（115,875総トン）が神戸港を拠点とする日本発着クルーズで計6回入港。5月21日は、「ジャズ・クルーズ」に
おけるおもてなし行事として、ポートターミナルロビーにて甲南大学JAZZ研究会によるジャズ演奏を行い、出港時は、神戸市消防音楽隊によるジャズ演奏で見送
りました。また６月６日には市民船内見学会、６月１４日には表敬訪問を行いました。（神戸ポートターミナルにて）

6月10日「にっぽん丸」（22,472総トン）が神戸港発着のワンナイトクルーズへ出港。就航25周年を迎えた事を記念し、出港セレモニーを行いました。出港時
は多くの市民のみなさんと「木村優一と大地の会」による和太鼓会演奏で見送りました。（中突堤旅客ターミナルにて）

神戸市客船誘致協議会・総会を開催

　神戸市客船誘致協議会（会長=岡口憲義・神戸市副市長）の
平成27年度総会が6月17日、神戸海洋博物館・ホールで開催され、
協議会を構成している各種団体代表者等54名が参加した。
　冒頭に岡口会長からあいさつがあり、昨年の神戸港への客船
入港は100回（うち外国籍32回）であり、６年連続100回以上という
記録を達成した。大型客船が頻繁に入港する神戸ポートターミナ
ルを本年3月リニューアルし、これまで以上に快適で利用しやすい
ターミナルに生まれ変わった。さらに、中突堤旅客ターミナルでは
今まで施設の構造上5万トン級しか入港できなかったが、このたび
ドルフィン設置工事を完了し、7万トン級の大型客船も入港できる

ようになった。
　平成29年には「神戸開港150年」の記
念すべき年を迎えるが、引き続き成長著
しいアジアクルーズの需要も取り込みな
がら、日本のホームポートを目指し、さらな
る客船誘致に努めていく方針であると述べ、
総会出席者へ引き続いての支援・協力要請を行った。
　総会は協議会の平成26年度事業報告（客船誘致のための船
会社訪問等、外国客船等の神戸初入港に対する歓迎行事の実
施、市民クルーズ・船内見学会の実施等）、平成27年度事業計画

（現行実施事業の拡充に加えて、新規事業としてアジアクルーズ
等誘致の取り組み）の議案が提案され、満場一致で承認された。
　総会終了後、（株）海事プレス社 関西支局長 坪井聖学氏による

「アジアクルーズをめぐる情勢分析」の講演会が行われた。坪井
氏は世界のクルーズ業界等の取材経験豊富な記者として活躍し
ているが、講演会は世界のクルーズ業界勢力図、世界大手業界の
戦略と変遷、欧州・東アジア市場の情勢等について分析、今後の
アジアクルーズの方向性・予測等について講演された。
また、講演会終了後、懇親会が別会場で開催され、総会参加者の
うち28名が参加し意見交換と親睦を図った。
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岡口会長（冒頭のあいさつ）

講演会の様子



神戸海洋博物館

　4月26日（日）から5月31日（日）まで、神戸海洋博物館エントラン

スホールにおいて、紙で作る船の模型「モデルシップ友の会　ザ・コ

ンパス展」を昨年に引き続き開催しました。

　この展覧会は「モデルシップ友の会 ザ・コンパス」の会員が制作し

た、紙で作った船舶模型の展覧会です。今回は、最初の南米移民船

として多くの移民を乗せ、神戸港を第一船として出航した「笠戸丸」

や、建造途中に海軍に買収され空母隼鷹に改造された幻の客船「橿

原丸」、大阪商船が建造し、戦争末期に和田岬沖で触雷により沈没

した「吉林丸」など、明治から昭和にかけて活躍した実在の船を中

心に65点が展示されました。また土日には、ザ・コンパスの会員の

方々が実物の模型を使って作り方を説明したり、来場した子供たち

に、紙でできた竹とんぼではなく、“紙とんぼ”を目の前で制作し配

布しました。

　先ほど紹介した「笠戸丸」をはじめ、客船「飛鳥Ⅱ」など、紙で作った模型を海洋博物館に常設展示しておりますので、興味のある方は

ぜひ、海洋博物館までお越しください。

　６月２日（火）から６月２８日（日）まで、神戸海洋博物館のエントランスホー

ルにおいて、水中写真展「スキューバダイビングの神秘」が開催されました。

　この展覧会は、兵庫地区スキューバダイビング安全対策協議会が、スキュー

バダイビングの普及活動の一環として開催する写真展で、同協議会加盟のダ

イビングショップから応募のあった作品50点が出展されました。

　今回は水中写真展の他、「シーボーンアート」も展示されており、水中写真

に花を添えていました。「シーボーンアート」は「Sea 

Born  Art」と書き、「海から生まれた美術」という意

味です。浜辺に漂着した貝殻・海藻・流木などの自然

物や、人間が作り出したガラス・プラスチック・ビニー

ルなどを集めて、ゴミは処理し、アートになりそうなも

のを持ち帰り作品にしています。みなさんも浜辺を散

策し、材料を集め「シーボーンアート」に挑戦してみて

はいかがでしょうか。

※「シーボーンアート」はNPO日本渚の美術協会の登録商標です。

紙で作る船の模型「モデルシップ友の会  ザ・コンパス展」を開催

水中写真展「スキューバダイビングの神秘」開催

一般社団法人神戸港振興協会  神戸海洋博物館担当　☎078-327-8981（総務部直通）お問合せ
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ザ・コンパス展の展示品

水中写真展展示風景

「シーボーンアート」展示作品



｢ミニ鉄道フェスタ in 神戸メリケンパーク2015｣を開催

●開館時間　10：00〜17：00（入館16：30まで）
●休 館 日　月曜日（月曜日が祝日の場合翌日休館）、

年末・年始（12月29日〜1月3日）
●交　　通　【電車】

市営地下鉄海岸線「みなと元町駅」から徒歩約10分／JR・阪神
「元町駅」から徒歩約15分／神戸高速（阪急・山陽）「花隈駅」
から徒歩約15分

【車】
山陽新幹線「新神戸駅」から車で約15分／阪神高速道路京橋
ランプから車で約5分／ハーバーハイウェイ新港ランプから車で
約5分（周辺に有料駐車場あり）

●入館料金

個人料金
一般団体

学校団体
15名
以 上

50名
以  上

大人
（高校生以上） 600円 550円 500円 高校生　200円

小人
（小・中学生） 250円 220円 200円 小・中学生 100円

カワサキワールド

　5月23日（土）、24日（日）にカワサキワールドで毎年恒例の｢ミニ鉄道フェスタ in 神戸メリケンパーク
2015｣を開催しました。
　今回もメリケンパーク内に1周約400メートルの線路を敷設し、神戸海洋博物館に入館いただいた方を
対象に、ミニ鉄道の体験乗車を実施しました。
　車両は全国各地から愛好家が持ち寄ったもので、今回は石炭で走る蒸気機関車が37編成、バッテリー
を搭載するモーター車が33編成、合計70編成が集結。同イベントでは国内最大規模の車両数を誇ります。
　ご来館の方々には、メリケンパークの海沿いの景色やポートタワーを眺めながら約5分間のミニ鉄道
の旅を楽しんでいただきました。
　両日とも天候に恵まれ、2日間で3000人弱の方にお越し頂き、お子様から大人の方まで大好評でした。
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神戸まつりでＰＲを行いました！

開港10周年  さらなる発展を

　５月17日（日）、第45回神戸まつりのおまつり広場にてブースを設け、神戸空港に就航する全日本
空輸（ＡＮＡ）、スカイマーク（ＳＫＹ）、スカイネットアジア航空（ＳＮＡ）、ＡＩＲＤＯ（ＡＤＯ）の
４社とともに、神戸空港のＰＲを行いました。
　各社ともタイムテーブルや機内誌、ツアーパンフレット等を来場者へ配布し、夏休みのご旅行な
どで神戸空港の利用を呼びかけました。ＡＮＡ、ＳＮＡ、ＡＤＯで準備していたティッシュや組み立
て飛行機、飴などのノベルティはとても人気があり、用意していた数はあっという間になくなりまし
た。ＳＫＹは、今後の運航やサービスに役立てるためのアンケートを実施し、多くの方々にご協力い
ただき、貴重なご意見をいただくことができました。
　普段から神戸空港をご利用いただいている方はもちろん、たくさんの方々にブースにお立ち寄り
いただき、大盛況でした。
　また、今年初の試みとして、神戸鹿児島県人会連合会の呼びかけで、ＳＫＹがおまつりパレード
に参加しました。鮮やかなオレンジ色の制服姿で、沿道の方々に笑顔で手を振り、神戸－鹿児島線
のＰＲを行いました。
　これからも各航空会社とともに、様々な形でＰＲを行ってまいります。イベント開催はFacebook
やホームページなどでも情報発信を行いますので、ぜひチェックしてください。

　平成18年（2006年）２月16日に開港した神戸空港は、おかげさまで来年２月には開港10周年を迎えます。神戸市民はもちろん、広く近隣
都市の方々にもご利用いただいており、関西圏の空の玄関口として定着しています。現在、札幌（新千歳）、仙台（10月24日まで運航）、茨
城、東京（羽田）、米子（8月末まで運航）、長崎、鹿児島、沖縄（那覇）の８路線に就航し、便数は上限の30往復便が運航しています。
　今年度は、関西国際空港（関空）と大阪国際空港（伊丹）の運営権者が、関空の国際拠点空港としての再生・強化及び関西全体の航空
輸送需要の拡大をはかる目的から、神戸空港も含めた一体運営に進む際に速やかに協議できるよう、神戸空港のコンセッションの準備を
進めてまいります。
　また、喫緊の課題である、①運用時間の延長および発着枠の拡大、②国際チャーター便の運航規制の緩和、③ビジネスジェットなどの国
際便の利用促進のためのＣＩＱ体制の充実について、これまで以上に全力をあげて、国に働きかけてまいります。

　国内・海外旅行で関空をご利用の際には、「神戸-関空ベイ・シャトル」が便利です。
　神戸空港と関空をわずか30分で結び、渋滞がなく移動が快適！また、神戸側専用駐車場が旅行期間中ずっと無料（片道乗船でもOK）
の他、万一の欠航時にも代替バスを手配しますので、安心してご利用いただけます。
　さらに「ぷらっと日帰り往復チケット」ではお得な特典が満載！船旅気分を味わいながら、りんくうプレミアム・アウトレットでのショッピン
グや展望ホールなどでの空港見学、近隣商業施設でのご飲食・お買い物もお楽しみいただけます。

　往復割引チケット
●往復乗船券➡3,000円（通常大人3,700円）
●KIX-ITMカード・ウエストメンバーズカード提示で2,800円に割引

　ぷらっと日帰り往復チケット
●日帰り往復乗船券➡2,460円
●KIX-ITMカード・ウエストメンバーズカード提示で2,050円に割引

ぷらっと日帰り往復チケット特典
◆関空とりんくうを結ぶシャトルバス「スカイシャトル」１日乗り放

題パス
◆関空展望ホール内「スカイショップタウン」5％割引券
◆「りんくうプレミアム・アウトレット」割引クーポンシート
（関空第１ターミナルビル２階中央「ＫＩＸ－ＩＴＭカードカウン

ター」で、乗船半券をご提示ください。）

「神戸－関空ベイ・シャトル」で国内・海外旅行に出かけよう！
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「神戸－関空ベイ・シャトル」で国内・海外旅行に出かけよう！

第12回		KOBEみなとの絵大賞

「海の日をアートする	～親子で学ぶ神戸みなと塾～」

　神戸港に夏が到来しました！NPO法人神戸グランドアンカーが主宰する芸術・文化の
発信拠点「神戸波止場町ＴＥＮ×ＴＥＮ」を主会場に、青空のもと2015年夏のイベントが
大輪のひまわりのように元気一杯に開花します。
　初夏の風香る5月の神戸港に、県内外から大人から子供まで幅広い年齢層の参加者
300名を得て開催された港の風物詩「第12回KOBEみなとの絵大賞」写生大会。大会当
日は写生会に合わせ、海洋環境保全の啓発を目的とした国土交通省海洋環境船「クリーンはりま」一般公開や海事人材育
成活動を行うグローバル人材育成推進機構の帆船「みらいへ」の美しいセイルドリル（総帆展帆）などの協賛行事もあり、
港は多くの人出で賑わいました。
「みなとの絵」のタイトルどおり、輝く海に真紅のポートタワー、港の主役の船、神戸ハーバーランドの景観など活き活きと

した作品が描かれ、その参加作品から選ばれた優秀作品の表彰式が7月18日（土）に開催されます。選りすぐりの14作品が
KOBEみなとの絵大賞、神戸市長賞、神戸港振興協会長賞など、大人の部・子供の部に分けて表彰されます。同時に惜しく
も選に漏れた参加全作品を一大展示する作品展も、夏休み期間中の8月31日まで開催します。

　そして今回、イチ押し企画行事のご案内です！！
　日本財団海の日サポートプログラムの助成事業として認定された「海の日をアートする～親子で学ぶ神戸みなと塾～」
を7月19日（日）に開催します。海事人材育成への寄与や港湾・海運等の再認識も含めて、親子（小学生とその保護
者）による、クルーズ船での港内探検や楽しい海事講演会、国際信号旗の海技実習、ミナトとアートを融合させた海
の日ガラス絵体験にもチャレンジする盛りだくさんなプログラムです。また、一過性の催しで終わることなく行事を
総括し継続を視野に入れた「神戸みなと塾活動報告展」
も事後に開催して広く一般に成果発表を行う予定です。
「世界の海援隊でもやりますかいのぉ」は幕末の志士

で輩出した海事人材者であった坂本龍馬。小さな国内
ではなく遥か世界を海で見据えた名言です。海軍操練
所が設置され龍馬ゆかりの地の神戸港を舞台にぜひ親
子一緒に学びませんか。参加希望者は下記までお問い
合わせください。
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ベイ・シャトルイメージキャラクター
「キャプテンＴＯＢＢＹ（トビー）」

旅行期間中はずっと

神戸側専用駐車場が

無料だよ！

●お問い合せについて

㈱OMこうべ 海上アクセス事業部
☎078︲304︲0033

（平日9：00～18：00、年中無休）
http://www.kobe-access.jp/

お問い合わせ　NPО法人 神戸グランドアンカー
住所●神戸市中央区波止場町6-5　電話●078-351-1335　開館時間●11：00～18：00

休館日●毎週水曜日（祝日の場合は翌日）　URL●http://tenten.chu.jp/



世界へつながる大きな仕事は
仲間との協力が命
日本を代表する国際貿易港の一つ神戸港。毎日多くの貨物が船へ積まれ、降ろされています。日用品から列車のような大型製品に至るまで
の保管、船積を行っている日本港運（株）で、船内の荷役作業を担当している米野さんを訪ねました。

好きな神戸で働く

「仕事場のムード、仲間との関係がい
い」という先輩社員の話に惹かれて、９
年前に入社しました。神戸生まれの神
戸育ちなので、大好きな都市の顔でも
ある港で働く喜び、海外につながって
いる大きな仕事へのやりがいを感じて
います。
　在来船や自動車船の荷役を担当す
るチームで、最初は玉掛け（貨物にワイ
ヤーを取り付ける作業）、車を船に固
定させる作業などから覚えていきまし
た。

自動車運搬船での作業

　今日は、船に中古車を積み込む作業
を行いました。現場は六甲アイランドの
バース、最大6000台積める自動車運搬
船。10数名のチーム毎に分かれて、車
を自走させて積み込みます。我々の班
は200台を積みました。　　　
　しっかり内容と注意点を打ち合わせ
した後、各自それぞれの役割につき作
業開始。まず数名のドライバーが車を
岸壁からデッキまで乗って入れます。
デッキでは別のドライバーが所定の位
置に車をつけます（“本づけ”と呼んで
います）。他のスタッフが固縛用資材で
車を固定。
　僕は本づけ作業を担当しました。班
長が車の後方から出す指示に従って、
隣り合う車のサイドミラーが10cm間隔
になるよう車庫入れの要領でぴたっと
駐車させます。入社2年目から経験を積

んできましたが、車種もいろいろで、死
角があるなか他の作業員に注意を払
いつつ効率よく駐めていく難しい作業
です。

息のあったチームワークを大切に

　多い時では１船で1500台以上を積み
込み、夏場船内が40度を超える厳し
い環境になることもあります。どんな
状況でも、個人の技術に加え、仲間と
の息のあった連携なくしては安全でス
ムーズな仕事はできません。班長は、
ドライバー個人の癖も頭にいれてハン
ドルを切る指示を出しているんですよ。
　そのために、日頃から積極的にみん
なと話をしてコミュニケーションをとる
ようにしています。お互いを知っておく
ことも仕事につながると思っています。
扱っているのは“物”ですが、“人”と
仕事をしていると感じています。そこ
が楽しいですね。

立ち止まらず、常にチャレンジ

　昨年の秋、フォークリフトの操作を
競う「神戸港フォークリフト荷役技能
向上大会」に出場し、最優秀技能賞
をいただきました。出場を勧めてくれ
た会社と、練習中指導してくれた先輩
に感謝しています。これからもチャンス
があれば前向きにチャレンジして、技
術や知識を高め、自分を磨いていくつ
もりです。先輩に育てていただいた僕
ですが、後輩の指導にも力を入れ、
まずは班長を目指します…！

米野 彰真さん

1985年生まれ。小・中学校時代は野球部でキャッチャ
ー。会社の野球部に所属し、キャプテンとしてチームをまと
め、港湾関係の企業が対戦する「みなとリーグ」に参加し
ています。

ドライバーが乗り込み本船へ車を運ぶ

自動車運搬船

正確な位置に迅速に駐車

隣りのサイドミラーとの間隔は10cm

職業　港湾荷役作業員　米
よ ね

野
の

 彰
あ き な お

真さん
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神戸ポートターミナルが
リニューアルオープン！

　大型クルーズ客船が入港する神戸ポー
トターミナルが改修され、3月26日（木）にリ
ニューアルオープンし、完成披露式典が開
催されました。
　1970年の竣工から築40年以上が経過
し、近年は施設の老朽化が進んでいたた
め、昨年1月から神戸市が約20億円をかけ
て大規模改修工事を行いました。メインエン
トランスのある3階のロビーを中心に、内装
や外観を一新し、柱や梁の耐震補強も実
施。大型客船に対応できる、国内最大の
可動式の搭乗橋を新設しバリアフリー化さ
れ、エレベータやトイレはユニバーサルデザ
イン化し、利便性が飛躍的に向上しました。
屋上のシンボルタワーは5色のライトで彩ら
れ、「Welcome to KOBE」のサインも設置。
　式典では、久元喜造市長が「神戸港
の玄関として多くの客船を迎えたい」と
あいさつしました。式典後には、神戸港
に入港した客船の中でも過去最大級の

「MARINER OF THE SEAS」が接岸
し、真新しいターミナルを訪れた大勢の市
民のみなさんと、和太鼓の演奏で入港を
歓迎しました。

れた講義では、神戸港で開催されるイベン
トの内容を紹介したほか、国際コンテナ戦
略港湾・阪神港の推進など、神戸港を取り
巻く現状を説明。神戸港振興協会花木章
専務理事は「港湾間の競争は厳しいです
が、先輩たちが築いてきた伝統や、高い水
準の荷役技術、物流サービスをしっかりと
継承してください。また2年後に迫った開港
150年に向けて若い力を結集して、物流・
人流双方で神戸港をますますすばらしい
港にすべく、共に力を合わせていきましょう」
とあいさつしました。
　講義の後、参加者は中突堤ターミナルか
ら港内遊覧船「ロイヤルプリンセス」に乗船
し、海上からポートアイランドのコンテナター
ミナルなどの港の関連施設を約1時間見
学しました。

海上保安学校練習船
「みうら」入港セレモニー

　4月16日（木）、神戸港の新港第一突堤
に海上保安学校の練習船「みうら」が寄
港し、神戸市と神戸港振興協会、第五管
区海上保安本部による歓迎セレモニーが
開催されました。

●「MARINER OF THE SEAS」主要目
…船籍：バハマ／総トン数：138,279総トン
／建造年：2003年／全長：311.12m／旅
客定員：3,114名

ばら積み貨物運搬船「AMIS
FORTUNE」進水式見学会開催！

　川崎重工業（株）は3月27日（金）神戸工
場の第4船台で、AMIS FORTUNE 
S.A.向け55型バルカー「AMIS FOR-
TUNE」の命名進水式を行いました。
　神戸港振興協会では、川崎重工業

（株）神戸工場のご協力を得て進水式見
学会を実施。応募者約500名が進水式に
参加、3,450人の市民と関係者が同船の
進水を見届けました。
　本船は同社が新たに開発した省エネ
タイプの55型ばら積み運搬船の3番船で、
進水後岸壁にて艤装工事を行い、今年6
月に竣工し、船主へ引き渡されました。
●「AMIS FORTUNE」主要目…約31,700
総トン、約55 ,000重量トン／全長：約
189.9m、幅：約32.26m

神戸港オリエンテーション
開催！

　神戸港振興協会は、4月7日（火）と8日
（水）、会員各社の新入社員等を対象に
神戸港オリエンテーション（神戸港研修）
を開催し、2日間で67社から414人が参加
しました。神戸海洋博物館ホールで行わ

リニューアルした神戸ポートターミナル

完成披露式典テープカット

進水する「AMIS FORTUNE」

神戸港の概要を説明

遊覧船に乗船し神戸港を見学
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　神戸港振興協会花木章専務理事が歓
迎のあいさつを述べ、「みうら」の業務監理
官と実習生代表に記念品を贈呈。続いて
神戸海洋博物館マリンメイト3名から、船長と
実習生代表に歓迎の花束が贈られました。
　第五管区海上保安本部菅野孝一本部
長は、「神戸は海を学ぶためには大切な港。
船舶の輻輳する瀬戸内海ですが、この時
期は春のいかなご漁が解禁され、非常に
多くの漁船も操業しています。厳しい実習
になると思いますが、訓練に励み、将来の
海上保安官として活躍されることを期待し
ています」と実習生に訓示を述べました。こ
れを受けて「みうら」の新田悠稀実習生代
表は「最近では多くの事案も発生し、海上
保安官に大変注目が集まっています。勉
学・訓練に取り組み、国民のみなさまの期
待に応えられるような海上保安官になりた
いです」と答礼しました。
　「みうら」の室岡利幸船長は、「本船は
災害対応型巡視船として建造された舞鶴
海上保安部所属の巡視船。大規模な災
害が発生した際は、すぐに本船にもどり、出
動しなければなりません」と感謝の言葉とと
もに同船の役割について述べました。本船
は18日まで神戸港に停泊し、その後、実習
訓練へ向けて出港しました。

●練習船「みうら」主要目…総トン数：約
3,000トン／長さ×幅×深さ：約115ｍ×約14
ｍ×約7.3ｍ／平成10年10月28日就役／
実習生数：航海科22名（女子5名）・主計
科12名（女子3名）合計34名

第27回 KOBEメリケン
フェスタ2015開催

　初夏の恒例イベント『KOBEメリケンフェ
スタ2015』（主催：神戸港振興協会・神戸
ミートフェア実行委員会など）が、5月3日
（日・祝）から6日（水・振休）までの4日間メリ
ケンパークで開催されました。
　中でも人気のイベントの「2015神戸ミート
フェア 神戸ワイン＆ビーフ祭」では、国産
ビーフや一流メーカーの食肉加工品の展
示・即売や、神戸ビーフ・などの試食会、神
戸ワインの試飲と即売、産地直送の地元
農水産物の販売、飲食ブース等を展開。
今回は1万円分の食肉券があたる神戸の
肉牛コンテストや、毎日素敵な商品が当た
るクイズ大会も実施され、多くの人で賑わい
ました。
　他にも、4分間の空中散歩体験ができる

「ヘリコプター遊覧飛行」や、約100ブー
スが出店した「こうべみなとの市リサイクル
マーケット」、ポテトやたこ焼き、フワフワ遊
具など縁日の気分が味わえる「メリケン市」、

「海・船・港」をテーマとした写生会や、屋
外ステージでライブや神戸市消防音楽隊
の演奏が楽しめる「シーサイドステージ」な
ど多彩なイベントが来場者を大いに楽しま
せました。

　また昨年10月の宮崎カーフェリーの就航
に合わせた「宮崎観光PRコーナー」では
宮崎のお得な旅行情報を紹介したり、みや
ざき犬「ひぃくん」「むぅちゃん」「かぁくん」が
登場し、PRを盛り上げました。神戸観光・神
戸空港のPRコーナーでは神戸市内の観
光施設の紹介や神戸空港のPR、市民生
活を守るコーナー（3日のみ）では、警察活
動や消防・救急活動の一端を紹介すると
ともに、パトカーや白バイ、消防自動車等の
展示が行われました。4日間の来場者はの
べ108,000人で、今年も盛況のうちに幕を
閉じました。

第37回神戸港カッター
レース開催！

　カッターと呼ばれる手こぎボートでスピー
ドを競う「神戸港カッターレース」（主催：神
戸市・神戸港振興協会・神戸市民祭協会
など）が、5月10日（日）に神戸港・メリケン
パーク東側海域で開催され、市民クラブや
地元企業など計96チームが参加し、全49
レースを競いました。
　開会式では、海技大学校の岩瀬潔教

「みやざき犬」が登場、得意のダンスを披露

入港歓迎セレモニー

海上保安学校練習船「みうら」

今年も多くの来場者で賑わう

代表チームによる選手宣言
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授による審判長注意と、代表の男子チー
ム女子チームそれぞれの艇指揮者が選
手宣誓し、競技が開始されました。神戸港
カッターレースは、市民に親しまれる港づく
りと、港湾海事思想の普及をはかるため
1979年に始まったもので、37回目の今年は
神戸開港150年のプレイベントとして開催さ
れました。市民を対象としたカッターレース
は、神戸港から始まり、今では横浜・大阪・
広島や淡路などにも広がっています。競技
はトーナメント方式でタイムを競います。今
回は、男子レース（500ｍ・往復）56チーム、
女子レース（300ｍ・直線）25チーム、シニア
レース（500ｍ・往復・漕ぎ手の合計年齢が
250才以上）15チームにより、レースが展開
され、「そーれ」「1、２」などの掛け声で呼
吸を合わせながら、水しぶきを上げてゴー
ルすると、岸壁に集まった約20,000人の観
衆から拍手と声援が送られました。
　各レースの優勝チームは次の通りです。
男子＝日本食研ワグーマジャパンA（3分9
秒76・大会レコード）日本食研ホールディン
グス（株）、女子＝商船ギャルズ（2分15秒
26）神戸大学女子カッター部、シニア＝富
山商船OB・OGチーム（3分33秒66）富山
商船高専OB・OG

第45回神戸まつり「港の
行事」開催！

　第45回神戸まつりの開幕を告げる「港
の行事」が5月15日（金）に、メリケンパーク

で行われました。午
前9時から神戸海
洋博物館のホール
で行われた「神戸
港湾勤労者表彰
式」は、神戸港にお
いて多年にわたり
港湾業務に従事し、

神戸港の発展に寄与した功績顕著な港
湾労働者、船舶乗務員等を表彰しその労
苦をねぎらうもので、今年は港湾労働者等
28名が表彰されました。兵庫県知事、神戸
市会議長、神戸運輸監理部長等の来賓
を含め、約120名の招待者が受賞者の功
績を讃えました。「みなと繁栄安全祈願祭」
では、弓弦羽神社の宮司らが、神戸港の
繁栄と船舶の安全航海と神戸空港の繁
栄と安全な運営を祈願。招待された約150
名の港湾関係者が見守りました。続いて
神戸海洋博物館・東側屋上に場所を移し、

「神戸港繁栄の鐘」が久元喜造市長とマ
リンメイトの福井茉純さんらの手によって打
ち鳴らされました。

第45回神戸まつり
「おまつりパレード」参加

　5月17日（日）に開催された第45回神戸ま
つりのメインフェスティバルでのパレードに、

「うみ・みなとの仲間たち」として、神戸港
の海事関係14団体・244名が海と港の役
割や魅力を伝えようと参加しました。

　晴天に恵まれ、市民や観光客104万人
が集まるなか、東遊園地～フラワーロード
～三宮本通り～大丸前までを行進。「海に
ひらこう われらの未来！」と書いた横断幕
を先頭に、「キャプテンタワー君」らが乗っ
たフロートトラックには「2017年1月神戸開
港150年」の文字を掲げました。「みなと神
戸っ子の会」の園児らが海賊の帽子や水
平さんの帽子を被って音楽にあわせてダン
スを披露し、神戸海洋少年団は手旗信号
を振りながら行進しました。第五管区海上
保安本部は海上の緊急通報番号のキャッ
チフレーズ「海のもしもは118番！」を海上保
安庁イメージキャラクター「うみまるくん」が
アピールしました。
　参加団体は以下の通り…全日本海員
組合関西地方支部、兵庫県港運協会、兵
庫県倉庫協会、神戸海運貨物取扱業組
合、神戸港湾福利厚生協会、神戸海洋少
年団、ミナト神戸っ子の会、神戸海事地域
人材確保連携協議会、神戸港振興協会、
神戸市みなと総局、神戸運輸監理部、第
五管区海上保安本部、海上保安友の会、
神戸海事広報協会。

神戸市みなと総局
事業計画説明会開催

　神戸港振興協会では5月20日（水）神戸
海洋博物館・ホールにて「平成27年度神
戸市みなと総局主要事業の概要につい
て」をテーマに、同協会の会員企業を対象

白熱する男子決勝レース

港湾勤労者表彰

神戸開港150年を掲げたフロートトラック

市長とマリンメイト福井さん
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神戸港振興協会のホームページをリニューアルします
　神戸港振興協会のホームページでは各種情報を発信していますが、ウェブサイトをより一層の利便性の向上をめざし、7月よ
りコーポレートサイトをはじめ、管理運営する神戸ポートタワー・神戸海洋博物館のウェブサイトをリニューアルします。

主なリニューアル内容
●各サイトにおいて利用者の利便性を考慮し、できるだけ少ないクリック数で目的のページを閲覧できるようになります。
●神戸ポートタワー・神戸海洋博物館のサイトは、パソコンをはじめスマートフォンやタブレットといった各媒体から適した状

態で閲覧が可能となります。
●神戸ポートタワー・神戸海洋博物館のサイトは、英・中・韓の多言語対応化により海外の観光客の方にも必要な情報を閲

覧していただけます。

各トップページURL
1コーポレートサイト：http://www.kobe-meriken.or.jp/
2神戸ポートタワー：http://www.kobe-port-tower.com/
3神戸海洋博物館：http://www.kobe-maritime-museum.com/
※1当協会の運営施設、概要、最新のニュース記事、イベント情報を配置
※23とも、施設案内、アクセスマップ、周辺観光スポット等の情報を配置

◆お問い合わせ先  一般社団法人 神戸港振興協会　総務企画課　TEL.078-327-8981

にした事業計画説明会を開催しました。
　「国際コンテナ戦略港湾の機能強化」

「市民に親しまれるみなとづくり」「災害に
強いみなとづくり」「企業誘致の推進」「神
戸空港事業の推進」を5本柱として取り組
むことを、神戸市みなと総局の山本雄司技
術部計画課長が114社167名の参加者に
向けて詳しく説明しました。
　戦略港湾としての機能強化に向けて
は、六甲アイランドのRC6・7岸壁の高規格
化、ポートアイランドPC15～18岸壁の航路
浚渫などを推進することや、貨物集貨の拡
大を図ることについて説明。創貨について
は民間事業者の物流施設の再編や整備
に対する支援制度として国の「港湾機能
高度化施設整備事業」と「特定用途港湾
施設整備事業」を紹介。企業誘致の推進

については、神戸市と兵庫県が昨年拡充
した企業進出インセンティブ制度について
紹介し、活用を働きかけました。神戸空港
に関しては、関西国際空港と大阪国際空
港（伊丹）、神戸空港の関西3空港の一体
運営を目指す方針を示しました。山本課長
は「2年後に迎える神戸開港150年を意識
した取り組みを進めたい」と話しました。

第11回「KOBEみなとマル
シェ」開催！

　5月24日（日）、中突堤西岸壁と周辺ゾー
ンで、第11回の「KOBEみなとマルシェ」
が開催されました。今年のテーマは「新た
なる旅立ち」。阪神・淡路大震災から20年
の年月が流れ、震災を語り継ぎ、「感謝を
忘れない街、絆を大切にする街、夢が集ま

る街」として、未来を見つめ、想いを繋げて
いきたい、という願いをテーマに込めました。
　マルシェステージでは映画プロデュー
サーを審査員に迎えた美男美女コンテスト
や、「宇宙刑事ギャバン」の大葉健二さん
も登場するヒーローショー、バンドや合唱団
など多彩なパフォーマンスが繰り広げられま
した。またマルシェでしか味わえないさまざ
まなグルメブースも50店あまりが出店し、は
ずれなしの「ガラポン抽選会」などの楽しい
企画で、約35,000人の来場者を集めました。

今年度の事業計画を説明

賑わう中突堤

盛り上がるパフォーマンスショー
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神戸港振興協会だより

神戸港振興協会新会員ご紹介
平成27年4月　株式会社クレアネット
平成27年5月　大阪バス株式会社 神戸営業所
平成27年6月　丸進運輸株式会社

Seventh Sense



■ポートターミナルのフロアガイド ■ポートターミナルの位置図

ポートターミナル内テナントスペース
使用者募集のご案内

●使用料・共益費等
❶施設占用使用料（1㎡あたり・税込月額単価）…店舗：￥1,631、事務室：￥1,490
❷共益費（1㎡あたり・税込月額単価）…一般管理費（電気・空調設備管理費）：￥216.4、一般電力負担：￥32.8
※電気料金は別途精算となります。—※供給設備は電気のみとなります。水道・ガスの引き込みはできませんのでご了承ください。

●募集物件の概要
用 　 途 階 数 面積（㎡） 応募者の資格・条件

店舗、又は
事務室

２　階 73.1
店 舗 使 用 の 場 合

客船等の入出港時に乗船客に対するおもてなしや、客船を出迎える来訪者に
対しての賑わいづくり、船がなくても「人」が訪れ、賑わいのあるターミナルに
するための事業を営む法人。※個人は不可

事務室使用の場合 神戸港に入港する船舶の運航会社やその代理業務を行う船社代理店の業務
を営む者に限ります。

申込先・問い合わせ先　一般社団法人	神戸港振興協会		ポートターミナル管理事務所			☎（078）331-0229

　昭和45年に供用開始した「ポートターミナル」は、大型客船の玄関口として国内外に就航するクルーズ客船・国際定期フェ
リー等が発着し、船客や送迎客のほか市民の誰もが利用できる公共施設として、指定管理者による管理運営を行っています。
　本年３月に多数の来訪者の利便性・快適性・安全性を向上させるため、内外装の改修や多機能トイレの設置、バリアーフ
リーに対応した大型ボーディングブリッジの設置、エレベーターの大型化、耐震補強工事などの大規模改修を行い、リニュー
アルオープンいたしました。
　このたび、ポートターミナル内のテナント区画を使用する事業者を募集いたします。

①所 在 地　神戸市中央区新港町4番5号

②構　　造　鉄骨・鉄筋コンクリート造 3階建

③延床面積　12,403㎡

④開 館 日　年中無休

⑤駐 車 場　2階136台（普通自動車）、3階20台（バス）

⑥入港状況　客船38隻、国際フェリー24隻（H26年）

⑦船 客 数　約62,000人（H26年）

　　　　　　※乗下船者数と通過客数の総計
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★★★ ポートターミナルの概要 ★★★



平成27年8月8日 19時30分～20時30分土

打ち上げ数

打ち上げ数
10,000発
10,000発

荒天中止（順延無し） 中止決定は当日15時
℡.078-333-3330（8:00～21:00） 花火大会公式サイト ▲

http://www.kobehanabi.jp

一般（個人）協賛席サポーターを大募集!
（新港第2突堤及び新港第4突堤）
みなと神戸の夜空を彩る夏の風物詩として、多くの市民や
子供達に親しまれている「みなとこうべ海上花火大会」を資
金面からご支援いただける一般（個人）サポーターを広く募
集いたします。ご協賛いただくと、一般（個人）花火サポー
ター席で、ゆっくりイスにすわって観覧いただけます。毎年、
増大する運営経費の確保に、大変な苦労をしながら開催
に至っている現状でございます。何卒、皆様方の温かい
ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

●トイレ、軽食･飲料の売店をご用意しています。  ●ペット同伴はお断りします。※3歳未満は無料（イスなし）。  ●雨天
の場合は、雨ガッパをご用意ください。（カサは不可）  ●募集数に達すれば締め切ります。  ●中止の場合は、お買
い求めになった店で8月11日（火）～31日（月）午後5時まで払い戻しいたします。 ●当日午後3時より入場受付をします。
●車での来場はご遠慮ください。 
●当日券は、3,600円となり、花火サポーター席入り口、神戸海洋博物館、神戸ポートタワーで扱います。

花火一般（個人）
協賛席前売券（1席）

3,100円
イス･自由席

※お求め方法は、裏面を
ご参照ください。

新港第2突堤
（神戸市中央区新港町2）

新港第4突堤
（ポートターミナル　西側2階・3階デッキ）

花火サポーター席の場所

弁天町

高速神戸駅

ハーバーランド メリケンパーク 京橋インター

元町商店街

波止場町
TEN×TEN

神戸海洋博物館
カワサキワールド神戸ポートタワー

農業会館

神戸市立
博物館

貿易
センター駅

ポートターミナル駅

三宮駅

そごう

花時計神戸
市役所

神戸税関

大丸

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

センター街

京町筋
東
遊
園
地

中
突
堤 第一突

堤
第
二
突
堤

第
三
突
堤

第
四
突
堤

フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド

2

阪急花隈
駅 JR元町駅

阪急神戸
三宮駅

阪神神戸三宮駅
JR三ノ宮

駅

阪神元町駅
旧居留地・大丸前駅 三宮・花時計駅みなと元町駅

JR神
戸駅

ハー
バー
ラン
ド駅

一般（個人）
花火サポーター席

打上げ場所

※荒天でなくても、落雷の可能性がある際には、安全確保の観点から花火大会を一時的に中断、もしくは中止する場合や、数分間で全
　ての花火を打ち上げる場合があります。悪しからずご了承ください。
※第4突堤（ポートターミナル）の一般協賛席は神戸海洋博物館、神戸ポートタワーのほか、ローソンとチケットぴあで取扱います。
　下記記載の地図をご確認頂き、お間違えのない様お願い致します。

花火
海上花火大会

第45回
みなとこうべ

神戸開港150年（2017年）プレイベント神戸開港150年（2017年）プレイベント
新港突堤～メリケンパーク沖海上より打ち上げ

第 45 回サポーター募集チラシ A4F-150610
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