
一般社団法人　神戸港振興協会

27
2016.1.1

平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
発
行

　
　
　「港
の
風
〜
神
戸
港
か
ら
の
た
よ
り
」
　
　
　第
二
十
七
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　編
集
╱
発
行

　一
般
社
団
法
人  

神
戸
港
振
興
協
会



神戸港からのたより	 	Vol.27
CONTENTS

新年を迎えて—————————————— 01
神戸市長　　　　　　　　　　　　  久元 喜造 

一般社団法人神戸港振興協会 会長　小柴 善博 

2015年 神戸港10大ニュース— ——————— 03

イベント案内——————————————— 04

船インフォメーション— —————————— 06
1月から3月に入港するクルーズ客船
1月から3月に入港する練習船
神戸港にようこそ！ 初入港船・新規航路船
9月から12月に入港したクルーズ客船

神戸海洋博物館・カワサキワールド便り— —— 10

神戸空港です。 神戸−関空ベイ・シャトル— —— 12

神戸港開港 150 年記念事業— ——————— 13

神戸発船の旅
宮崎カーフェリー神戸就航1周年

「ワクワクどきどき 船のたび」— ——————— 14

TOPICS 神戸港— ———————————— 15

名刺広告— ——————————————— 19

読者プレゼント等————————————— 25

「港の風〜神戸港からのたより」
編集・発行　一般社団法人　神戸港振興協会
〒 650-0042　神戸市中央区波止場町２番２号
電話　078（327）8981　FAX　078（332）4739
http://kobe-meriken.or.jp
発行日　平成 28 年 1 月 1 日

表紙写真：2015年11月10日 コンテナ船「EBBA MAERSK」（エバ・マースク）神戸港へ初入港〈船籍：デンマーク、170,794トン〉

2016.1.1



　あけましておめでとうございます。

　新年を迎えるにあたり、謹んでご挨拶申しあげます。旧年中は、本市行政ならびに神戸港の振興・発展に対しま

して、ご指導、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　神戸市長に就任して２年が経ち、今年はまた新たな気持ちで新年を迎えました。これからの神戸をポスト震災20

年の新たなステージに乗せるため、さらにスピード感をもって輝ける未来創造都市の実現に向けて様々な取り組み

にまい進したいと思います。

　さて、神戸港は1年後の2017年（平成29年）に開港150年を迎えます。この記念すべき年を市民と共に祝い、市民

の海・船・港への関心を深め、また神戸港のさらなる発展の新たなスタートとするため、西日本の産業と国際物流

を支えるゲートポートとして東アジア諸港と対峙できる国際競争力の向上を目指した取り組みや、クルーズ客船の

誘致、ウォーターフロントの整備など賑いを創出する取り組みを進めてまいります。

　また、今年の２月16日には、神戸空港が開港10周年を迎えます。おかげさまで、これまでご利用いただいたお

客様は累計で2,400万人を超え、関西圏の空の玄関口として定着しています。今年は、開港10周年行事やＰＲ活動

などを集中的に実施していくとともに、利用促進策を積極的に展開し、神戸空港の一層の価値向上を図ってまい

ります。

　これからもより一層、神戸港及び神戸空港の魅力向上に取り組みたいと考えておりますので皆様のご支援、ご協

力をよろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、本年が皆様にとってすばらしい年となりますことを心より祈念いたしまして、私の年頭の

ごあいさつとさせていただきます。

「新年を迎えて」
神戸市長

久元 喜造
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　旧年中は、当協会が実施いたしました諸事業に対し、皆

様から温かいご支援、ご指導を賜りましたことに厚く御礼

申し上げます。当協会は、会員の皆様をはじめ、関係官庁、

業界等のご協力を得て、神戸港のポートセールス活動や港

でのイベントの実施等による神戸港の振興と海事思想の普

及や神戸港のサービス活動等を実施しています。おかげさ

まで会員数も増加し、現在 550 社を超えております。

　神戸港を取り巻く状況は大変厳しいものがありますが、

現在官民一体となって「国際コンテナ戦略港湾の推進」や

「都心・ウォーターフロントの活性化」に取り組まれており

ます。

　このような情況も踏まえ、当協会では、皆様と一丸となっ

て、引き続き、船社、荷主企業等へのポートセールスをは

じめ、多くの方に海の魅力・役割等を伝えるとともに、親

しみやすいみなとづくりに向けた多様なイベント事業に取

り組んでまいります。また、神戸ポートタワー・神戸海洋博

物館の運営、神戸ポートターミナル・須磨ヨットハーバー・

メリケンパーク駐車場・港湾幹線道路摩耶埠頭料金所の

管理運営など多角的に事業を展開してまいります。

　神戸港の玄関口であるメリケンパーク周辺は、隣接する

umie MOSAIC・神戸ハーバーランドへの来訪者増加もあ

り、当該地周辺を訪れ、回遊する市民や観光客が増加し

ています。さらに、昨年 12 月には新港第一突堤にホテル・

健康増進施設・コンベンションホールなどの複合施設がオー

プンするなど、今後、都心ウォーターフロントは観光資源・

憩いの場としての役割がますます高まってまいります。これ

からも周辺地域や関係団体などとの連携を一層強化して、

親しみやすい、魅力ある港づくり事業を展開してまいりた

いと思っております。

　なお、2017 年 1 月には神戸港が開港 150 年を迎えます。

開港150年という節目を祝い神戸港のさらなる発展のスター

トとすべく、昨年よりプレイベントが開催され、本年より本

格的な記念行事等が開催されます。また、2017 年春には

外国客船「クイーン・エリザベス」の日本発着クルーズが神

戸港に決定しております。

　昨今のクルーズ人気の高まりやクルーズ客船で入国する

外国人旅行者の大幅な増加もあり、神戸港には昨年約 100

隻の客船等が寄港し、今後も多くの客船の入港が予定され

ています。当協会としては、これまでの経験を活かし、神

戸を船で訪れる皆様に心から喜んでいただけるような歓送

迎やおもてなしを行ってまいりたいと考えております。

　最後になりましたが、今後とも神戸港の振興・発展の

一翼を担ってまいりたいと存じますので、会員様をはじめ、

関係各界の倍旧のご支援とご指導を賜りますようお願い申

し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

「新年を迎えて」
一般社団法人
神戸港振興協会

会長   小柴 善博
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❺平成27年上半期（1月～6月）における
神戸港の港勢［6月30日］
神戸港の平 成27年上半期の港勢がまとまり、コンテナ取扱個
数は、外内貿全体で135万TEU（前年同期比104.1%）となっ
た。「国際コンテナ戦略港湾」として実施する集貨施策の効
果もあり、上半期では阪神・淡路大震災以降最高となった。

※TEUは20フィートコンテナ換算個数

❷神戸空港が開港10年目を迎える
［2月16日］

神戸空港は開港から10年目を迎え、公募により開港
10年を記念するロゴマークを決定した。また、民間事
業者主催による開港10周年プレイベントとして、神戸
で初の全日本モトクロス選手権（7/4,7/5）が開催さ
れ、ハッピードリームサーカス（10/10～1/18）が開催
されている。

❽都心・ウォーターフロントにおいて、複合施設
「ラ・スイートオーシャンズガーデン」「神戸みな
と温泉	蓮」竣工［10月15日］
都心・ウォーターフロント新港第1突堤において、ホテル・健康増進施
設・コンベンションホールなどの複合施設「（ラスイート）神戸新港第
1突堤プロジェクト」（事業者は、公募により決定した㈱ラスイート）が
10月15日に竣工し、12月17日に開業した。

❾井本商運(株)の大型内航コンテナ船が
竣工し、神戸港に初入港［12月14日］
国際戦略港湾政策に則って神戸港の取扱増加の一環と
して、井本商運㈱が建造を進めていた大型内航コンテナ
船（球状船首船〈548TEU型〉）が2015年12月に竣工し、
12月14日に神戸港に初入港した。

❻臨海部における防災機能の強化～高潮事業
の完了・巨大津波対策の着手～［9月29日］
1965年度から、本格的に着手した高潮対策事業は、延長59.8kmに渡
る防潮堤及び防潮鉄扉等の整備が完了し、今年度末をもって半世紀に
及ぶ事業が完了する。
また、南海トラフ巨大地震に伴う津波対策については、津波被害の軽減
を図るため、既存の防潮堤等をねばり強い構造に補強する対策に今年
度より着手し、概ね5カ年での完了を予定している。

❶神戸―関空ベイシャトル利用者
300万人達成［1月10日］
神戸空港と関西国際空港を約30分で結ぶ高速船ベ
イ・シャトルは2006年7月13日に運航を開始し、2015
年1月に乗船客数300万人を達成した。
また、乗船客数300万人目のお客様への記念品贈呈
や、セレモニーを行った。

❼宮崎・神戸交流記念、宮崎航路就航１周年
記念植樹式を開催［10月1日］
神戸―宮崎航路が就航から1年を迎えた。宮崎県との交流を記念すると
ともに、同就航の1周年を記念し、宮崎県より「フェニックス」「ブーゲンビ
リア」の寄贈を受け、神戸三宮フェリーターミナルにおいて植樹式を行った。
なお、神戸市からは「さざんか」を寄贈し、宮崎港において植樹されている。

❹外国客船「マリナー・オブ・ザ・シーズ」が神戸港に
初入港。同日ポートターミナルがリニューアルオープン
［3月26日］
「マリナー・オブ・ザ・シーズ」（138,279トン）が神戸港に初入港した。同
船は、これまで神戸港に複数回入港している「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」

（138,194トン）と姉妹船で、この入港に合わせ、ポートターミナルをリニュー
アルオープンし、完成披露式典を開催した。

❸外国客船「クイーン・エリザベス」が
神戸港に2年連続入港［3月18日］
キュナード・ラインが運航する「クイーン・エリザベス」（90,901
トン）が昨年に引き続き神戸港に入港した。同船は、2年連
続2回目の入港。また、神戸港開港150年の2017年に、神
戸発着クルーズを実施されることも発表された。

�神戸開港150年に向けた取り組み
神戸港は、2017年に開港150年を迎える。2015年にはプレイベントと
して「Red Bull Flug Tag Kobe 2015.」日本初開催や第16回北東アジ
ア港湾局長会議・シンポジウムを開催するなど様 な々取り組みを行った。
2017年には客船「クイーン・エリザベス」の史上初日本発着クルーズが
神戸港で行われることが決定しているほか、記念式典や国際会議の開
催、都心・ウォーターフロントエリアの再開発など、さらなる神戸港の発
展、そして次の50年に向けて夢や希望を抱くことのできる神戸港の実現
に向けた取り組みが予定されている。
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●１〜３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

12月19日（土）
～1月31日（日）

2016年 世界の船会社等
カレンダー展

船会社をはじめ、海・船・港に関連する会社や機関の
2016年版カレンダーの展覧会

神戸海洋博物館
展示ロビー

神戸港振興協会
☎ 078-327-8983

12月20日（日）
～1月31日（日）

神戸海洋博物館ボトルシップ
愛好会作品展

神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会会員が制作した作
品の展覧会

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

12月31日（木）
神戸ポートタワー

「LED特別点灯・終夜照明」

神戸ポートタワーのLED照明を紅白の「正月パターン」
で点灯します。また、通常は23時30分に消灯する照明
灯を終夜点灯します。
※営業時間は17時までです

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月1日（祝・金）
午前6時30分開場

神戸ポートタワー
「初日の出展望」

有料入場者先着300名様に記念品をプレゼント 神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月1日（祝・金）
 ～3日（日）

神戸ポートタワー・LED照明
「正月パターン」

神戸ポートタワーのＬＥＤ照明を白と赤のグラデーショ
ン的変化でお正月らしい紅白を演出、また神戸港開港
記念日を祝して日本国旗を３日間塔頂へ掲揚

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月3日（日）
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」
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
☎ 078-391-6751

1月15日（金）
～20日（水）

第22回
「画家たちのメッセージ」

1・17の記憶を繋ぐグループ展
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎ 078-351-1335

1月19日（火） 川崎重工業 進水式見学会
ばら積み貨物運搬船（55,000dwt）の進水式を見学。

（※要事前申込）
川崎重工業
神戸工場

神戸港振興協会
☎ 078-327-8982

1月21日（木）
～26日（火）

寿ぎＡ4展 新しい年の始まりをアートから
神戸波止場町
TEN×TEN

神戸グランドアンカー
☎ 078-351-1335

1月23日（土）
14:00～15:30

神戸みなとの知育楽座Part7 
第5回講演会

「神戸異人館建築の歴史とみどころ」講演者：坂本 勝比古
（神戸芸術工科大学名誉教授）※参加費 300円

神戸海洋博物館
ホール

NPO法人 近畿みなとの達人
☎ 078-891-4561

2月1日（月）
～3日（水）

神戸ポートタワー・LED照明
「節分パターン」

赤と青のグラデーションで赤鬼、青鬼をイメージした演出 神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月3日（水）
神戸ポートタワー

「みなとの豆まき」

神戸ポートタワー南広場において、神戸市立みなと保育
所園児50名が、鬼に扮した「キャプテンタワー君」相手
に豆まきを開催

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月7日（日）
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」
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
☎ 078-391-6751

2月8日（月）
～14日（日）

神戸ポートタワー
「南京町春節祭」フラッグ掲揚

神戸ポートタワーの塔頂ポールに南京町春節祭オリジ
ナルフラッグを掲揚、また地上1階の4カ所の出入口に
は中華ランタンを取り付ける

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月8日（月）・
2月11日（祝・木）

～14日（日）
神戸南京町春節祭

2月8日：中国史人遊行（京劇の衣装とメイクでパレー
ド）、2月8日～14日：南京町広場でのステージイベン
ト、獅子舞など楽しい催しがいっぱい

南京町商店街
南京町商店街振興組合
☎ 078-332-2896

2月9日（火）
～21日（日）

カワサキ
モーターサイクルフェア

カワサキを愛するライダーたちの愛車やメッセージを展
示。また、カワサキ車が登場するアニメなどのイラスト
展も。

神戸海洋博物館
ホール他

神戸海洋博物館
☎ 078-327-8983

冬のミナト神戸…。

イベント案内
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冬
・ ・ ・ ・
の一日。みなと神戸のイベントに参加しませんか？

ににに
参加者募集

ばら積み運搬船進水式見学会

2月11日（祝・木）
 ～14日（日）

神戸ポートタワー・LED照明
「バレンタインデーパターン」

LED照明をピンクと赤のハートがスクロール、またポー
トタワー屋上のポールに「バレンタインデーのオリジナ
ルフラッグ」を掲揚、また、展望５階に金・銀のツリーを
設置、ハート型のメッセージカードに愛する人への想い
をつづって飾り付けてください

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月14日（日）
神戸ポートタワー

「バレンタインデー」
有料入場者先着200名様にチョコレートをプレゼント 神戸ポートタワー

神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月22日（月）
ルミナス神戸２
市民クルーズ＆海洋教室

日本最大級のレストランシップ「ルミナス神戸2」の市民クル
ーズと海洋教室を開催。（要事前申込、2月募集開始予定） 神戸港

神戸港振興協会
☎ 078-327-8982

2月23日（火）
 ～3月6日（日）

帆船模型教室生徒作品展
神戸海洋博物館「帆船模型教室」に参加した生徒が製作し
た課題作品「レインジャー」の展覧会

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

2月27日（土）
14:00～15:30

神戸みなとの知育楽座 Part7
第6回講演会

「六甲、摩耶の観光開発の歴史」
講演者：前田 康男（摩耶登山マラソン実行委員会委員長）
※参加費 300円

神戸海洋博物館
ホール

NPO法人 近畿みなとの達人
☎ 078-891-4561

3月1日（火）
 ～3日（木）

神戸ポートタワー・LED照明
「雛祭りパターン」

十二単衣をイメージして、紫、オレンジ、ピンク、緑、
赤、黄色等のグラデーションで演出

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月3日（木）
神戸ポートタワー

「雛祭り」

展望４階に飾っている雛人形のまわりで、神戸市立みなと
保育園児50名と「キャプテンタワー君」が楽しい雛祭りを
開催　※雛人形の展示は2月26日(金)～3月3日(木)

神戸ポートタワー
（展望4階にて）

神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月6日（日）
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」
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
☎ 078-391-6751

3月7日（月）
神戸ポートタワー

「神戸開港150年旗」掲揚
神戸開港150年の300日前を記念してポートタワー塔
頂に「神戸開港150年旗」を掲揚

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月12日（土）
～13日（日）

鉄道模型走行会 館内に設けられた特設ジオラマを走る鉄道模型走行会
神戸海洋博物館
エントランスホール

神戸海洋博物館
☎ 078-327-8983

日　　　時●１月19日（火）１１：００式典開始
場　　　所●川崎重工業㈱神戸工場
内　　　容●ばら積み運搬船の華やかな進水式を見学
対象・人数●500人（1組5名まで）
参　加　費●無料
申 込 方 法●官製往復ハガキに5名までを1組として、参加

希望人数と参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号を明記して下記の宛先へ。応募者
多数の場合は抽選。

申　込　先●〒650-0042
　　　　　　神戸市中央区波止場町2番2号
　　　　　　神戸港振興協会「進水式」係
締 め 切 り●１月８日（金）必着
発　　　表●応募者全員に、返信用ハガキにより当落通

知いたします。
お問い合わせ●TEL 078（327）8982
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この冬の神戸港には、国内外のクルーズ船が多数訪れる予定です。
なかでも、注目を集めるのは神戸港に初入港となる「QUANTUM 
OF THE SEAS」、「WORLD ODYSSEY」、「SEABOURN 
SOJOURN」の３隻。新年の港を賑わせてくれそうです。

3月11日に入港する「NAUTICA」（30,277総トン） 3月28日に入港する「MARINER OF THE SEAS」（138,279総トン）

3月21日に初入港する「SEABOURN SOJOURN」（32,346総トン）

1月27日に初入港する「WORLD ODYSSEY」（22,496総トン）

3月17日に初入港する「QUANTUM OF THE SEAS」（168,666総トン）

3月4日に入港する「SEVEN SEAS VOYAGER」（42,363総トン）

6

Ship Information and Schedules

インフォメーション船船
2016年		冬　	1月～3月

初入港

初入港 初入港



●神戸港に入港予定のクルーズ客船（１月〜３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 1月3日(日) 16：00 1月3日(日) 18：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月5日(火) 16：00 1月5日(火) 18：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 1月7日(木) 13：00 1月7日(木) 16：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月8日(金) 10：00 1月8日(金) 15：00

WORLD ODYSSEY＊ バハマ 22,496 4Q1 1月27日(水) 8：00 1月28日(木) 20：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 3月2日(水) 10：30 3月3日(木) 16：00

SEVEN SEAS VOYAGER バハマ 42,363 4Q1/Q2 3月4日(金) 7：00 3月5日(土) 15：00

NAUTICA マーシャル諸島 30,277 NAKA-BC 3月11日(金) 8：00 3月12日(土) 16：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月14日(月) 7：00 3月14日(月) 17：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月16日(水) 17：00 3月17日(木) 10：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4O2 3月17日(木) 10：00 3月17日(木) 16：00

QUANTUM OF THE SEAS＊ バハマ 168,666 4Q1/Q2 3月17日(木) 13：30 3月17日(木) 23：59

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月20日(日) 16：00 3月20日(日) 19：00

SEABOURN SOJOURN＊ バハマ 32,346 NAKA-BC 3月21日(祝・月) 7：00 3月21日(祝・月) 19：00

MARINER OF THE SEAS バハマ 138,279 4Q1/Q2 3月28日(月) 10：30 3月28日(月) 18：30

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月31日(木) 12：00 3月31日(木) 17：00

注１）　4Q1、4Q2、4O2：神戸ポートターミナル　　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。

1月3日から計4回入港する「ぱしふぃっく びぃなす」（26,594総トン） 1月5日から計6回入港する「にっぽん丸」（22,472総トン）

●練習船入港予定（１月〜３月）
船　 名 所属等 総トン数 入　港 出　港 バース

大 成 丸 航海訓練所 3,990 1月27日(水) 10：00 2月1日(月) 10：00 新港第1突堤C

銀 河 丸 航海訓練所 6,185 2月8日(月) 10：00 2月12日(金) 14：15 新港第1突堤C

青 雲 丸 航海訓練所 5,890 2月8日(月) 10：00 2月13日(土) 10：00 新港第1突堤A

銀 河 丸 航海訓練所 6,185 2月29日(月) 10：00 3月3日(木) 14：15 新港第1突堤A

青 雲 丸 航海訓練所 5,890 3月8日(火) 10：00 3月10日(木) 10：00 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。 「銀河丸」

7



9月17日、「SKYSEA GOLDEN ERA」（71,545総トン）が神戸港に初入港し、神戸
市消防音楽隊、流通科学大学和太鼓部の皆さんで寄港を歓迎しました。寄港中は初入
港歓迎セレモニーを行い、記念品や花束を贈呈しました。

「SKYSEA GOLDEN ERA」初入港

●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

9月28日(月) みかげ 日本（神戸） 749 コンテナ併用型貨物船 阪神／京浜他 井本商運（株） －

9月29日(火) GLORY SHANGHAI 香港 9,952 コンテナ船 中国 SHANGHAI HAI HUA SHIPPING 山九㈱

 井本商運
新造  コンテナ併用型貨物船
「みかげ」の初入港を歓迎

神戸ポートターミナルにて

 HASCO
新造  コンテナ船
「GLORY	SHANGHAI」
の初入港を歓迎

PC-16/17 バースにて

9
28

9
29
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初入港船・新規航路船インフォメーション



10月29日から30日にかけて「CHINESE TAISHAN」（24,427総トン）が初入港しま
した。神戸市消防艇による歓迎放水、神戸学院大学吹奏楽部の皆さんで入港を歓迎。
船内で行われた初入港歓迎セレモニーでは、歓迎のあいさつのあと、記念品や花束な
どを贈呈。出港時には、流通科学大学和太鼓部による演奏で見送りました。

10月3日「SAPPHIRE PRINCESS」（115,875総トン）が神戸港に初入港しました。入
港時は、神戸市消防艇による歓迎放水や神戸市消防音楽隊による歓迎演奏で出迎え
ました。また寄港を歓迎し、船内では初入港歓迎セレモニーを開催。記念品や花束の贈
呈を行いました。出港時には、流通科学大学和太鼓部による歓送演奏で見送りました。

９月末から10月にかけて計４回「CELEBRITY MILLENNIUM」（91,000総トン）
が入港し、須磨翔風高校和太鼓部や木村優一と大地の会ほか多くのみなさんで寄港
を歓迎しました。また10月27日の寄港時には、市民船内見学会を開催し、約50名が
参加。レストランや屋上プールなど船内の様々な施設を見学しました。

「CELEBRITY MILLENNIUM」入港

「SAPPHIRE PRINCESS」入港

「CHINESE TAISHAN」初入港
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神戸海洋博物館神戸海洋博物館神戸海洋博物館

　毎年、年末年始恒例の世界の船会社等カレンダー展と神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会作品展が、神戸海洋博物館で開催されてい
ます。神戸港を利用している船会社をはじめ、海・船・港に関連する会社や機関などからご協力いただいたカレンダーが展示されています。
　また、神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会の会員が制作したボトルシップも展示され、年末年始の神戸海洋博物館に華を添えています。

　　会　期 ● 平成27年12月20日(日)～平成28年1月31日(日)まで　　　　時　間 ● 10：00～17：00（入館は16：30まで）
　　休館日 ● 月曜日（但し、1月11日は開館・翌1月12日は閉館）、12月28日～1月4日

　神戸港/メリケンパークのシンボル・神戸海洋博物館では、博物館の案内業務や港で開催されるセレモニーなどで活躍する「マリンメ
イト」を募集しています。

「2016年世界の船会社等カレンダー展、神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会作品展」開催

神戸海洋博物館・マリンメイトを募集しています！

応 募 資 格
❶「海・船・港」に興味がある方
❷外国人のお客様も多いため、英語に興味のある方を歓迎

します。
　 ※学生は不可です

業 務 内 容
❶日常業務は、神戸海洋博物館（神戸市中央区・メリケン

パーク）での受付、入場券販売、団体受付、電話対応、館
内案内等の業務。

❷国内外の視察団等が神戸港見学へ来られた際、神戸市
の港務艇などに乗船し、神戸港の概要を説明。（日本
語・英語）

❸神戸港に関わるイベントや歓迎セレモニーへの出務、司
会等。

募 集 人 数
● 若干名

勤 務 条 件
❶勤務期間　平成28年4月1日から1年間。その後、更新す

ることがあります。
・1ヶ月平均20日程度（勤務はシフト制で、原

則として土・日・祝祭日は出勤となります)
・9時15分～17時15分（実働7時間）

❷休　　日　月曜（休館日/月曜が祝日の場合は翌火曜日
が休館）※週休2日

❸そ の 他　報酬等の詳細はお問い合わせください。

応募について
平成28年1月4日（月）～1月18日(月)の期間受付。下記書類
を送付または持参ください。
❶応募書類　履歴書（市販のものに写真貼付）1通

・返信用封筒（長3封筒、82円切手を貼付）
❷送 付 先　〒650-0042　神戸市中央区波止場町2-2

｢神戸海洋博物館マリンメイト係｣宛
❸選考方法　書類選考、面接

お問い合わせ ● 一般社団法人 神戸港振興協会　総務企画課　☎０７８－３２７－８９８１
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練習帆船の入港
歓迎セレモニー● ●インフォメーション



●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

カワサキワールドカワサキワールドカワサキワールド

　カワサキワールドは、開館以来200万人目の来館者を迎
え、記念のセレモニーを開催しました。
記念すべき200万人目のお客さまは、兵庫県神戸市からお越
しいただいた田中さんご一家でした。記念のセレモニーでは、
一万田ゼネラルマネージャーから、200万人目の記念認定証
と花束、および記念品として川崎重工が手掛けるヘリコプ
ターのラジコン模型を贈呈しました。
　田中さんご一家は｢家族みんな乗り物が好きでカワサキ
ワールドには何度も訪れています。200万人目になってびっ
くりしましたが嬉しいです。｣と笑顔で話してくれました。
　カワサキワールドは、来館者200万人達成を励みとして、
今後も、「見て、触れて、体感しながら『技術のすばらしさ』と
『ものづくりの面白さ』を実感していただく」ことをコンセプ
トに、さらなる展示内容の充実をはかり、皆様に愛される企
業ミュージアムを目指していきます。
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カワサキワールド 来館者２００万人達成！！（2015年10月29日）



年末年始のご移動は「神戸－関空ベイ・シャトル」で！

　平成28年２月16日で、神戸空港は開港10周年を迎えます。おかげさまで、これまでご利用いただいたお客様は累計で2,400万人
を超え、関西圏の空の玄関口として定着しています。現在、航空各社４社（ＡＮＡ、スカイマーク、ソラシド エア、エア・ドゥ）により、
札幌（新千歳）、茨城、東京（羽田）、長崎、鹿児島、沖縄（那覇）の６路線が運航されています。

　今年度の冬ダイヤ（10月25日～翌３月26日）では、札幌線と鹿児島線が１便ずつ増便になり、より一層利用しやすくなっております。
　一方、新関西国際空港（株）においては、関空・伊丹両空港のコンセッション手続きが進められています。これは、民間事業者が
その知恵や資金を生かし、公共施設の運営をしていくものです。神戸市では、神戸空港を含めた関西３空港が一体運営されること
になれば、利用者の利便性が向上し、関西全体の航空需要の拡大や、神戸のみならず関西経済に
も大きく貢献できるものと考えています。そのために、神戸空港のコンセッションについて、必要な準
備作業に取り組んでいるところです。
　また、関西３空港については、利用者の立場
に立った利便性の向上や、それぞれの空港の能
力を最大限に活用して運用していくことも大切
です。
　利用者や航空会社から強く要望されている運
用時間の延長や発着枠の拡大など、神戸空港
の機能の充実・規制緩和などについて、引き続
き、国にも働きかけていきます。今後とも、ビジ
ネスに観光に、ぜひ神戸空港をご利用ください。

開港10周年を迎える神戸空港

更に利便性の高い空港に

　年末年始のご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
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「写真撮影コーナー」の様子

　神戸空港をもっと身近に感じ、空の仕事に親しんでいただくため、11月８日（日）、「神戸空港 空の日イベント」を開催しました。
客室乗務員やマーシャラーの業務体験ができる「お仕事体験コーナー」や、普段は立ち入ることができない「格納庫見学」、飛行
機の離発着を滑走路そばから見学できる「空港場内バスツアー」など、約13,000人の来場者で賑わいました。
　神戸空港では、２月中旬に「開港10周年記念イベント」を開催する予定です。今後、広報紙こうべや神戸空港ターミナルのホーム
ページ、フェイスブックで内容をお知らせします。引き続き、航空機を利用するお客様はもちろん、見学スポットや憩いの場として、
広く市民の皆様に親しんでいただける空港づくりを進めてまいります。

より親しまれる空港づくり

「キッズ制服着用」の様子



●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/

年末年始のご移動は「神戸－関空ベイ・シャトル」で！

　神戸港は2017年（平成29年）1月に開港150年を迎えます。この記念すべき年を市民とともに祝
い、市民の海・船・港への関心を深め、神戸港の新たなスタートとするため、今後様々な記念事業が
開催されます。開港150年の気運を盛り上げるため、2015年よりプレイベントが開催されています。

神戸港で「RED BULL FLUGTAG」日本初開催！
　10月31日（土）神戸港新港突堤（第一突堤及び第二突堤）にて、「RED 
BULL FLUGTAG KOBE 2015．」が開催されました。動力のない自作飛行
機に乗り、高さ6mのデッキから空へと羽ばたくイベント。滞空時間を競うので
はなく、飛行距離・クリエイティビティ・ショーマンシップの3項目で評価される、
笑いを届けるイベントとして1992年オーストリア・ウィーンで始まりました。今
回、神戸開港150年のプレイベントとして、日本初開催が実現。全国から事前
審査を通過した39チームが、個性豊かな自作飛行機で、観客を魅了しました。
　チームは4人一組で編成され、パイロットは一人。ユニークな飛行機の形を
している作品から、映画やアニメのキャラクター、お弁当箱や茶わんなど飛行
機の形とは程遠いデザインまでさまざま。海上のデッキから勢いよく離陸する
も、あっという間に海中へと飛び込んでいく様子に、大きな歓声と笑い声が
起きました。今回一位に輝いたのは蛸をモチーフにした「FLYINGあかっシー
（明石）」チーム。「ホームセンターで入手できる材料を使い、約1か月間の土
日曜で機体を制作しました。特にこだわったのはフレームと発射台。胸を張
って家に帰れます」と優勝コメントしました。

第16回北東アジア港湾局長会議・シンポジウム
　11月2日（月）、第16回北東アジア港湾局長会議（国土交通省港湾局主催）が神戸ポートピアホテルで開催されました。
本会議は、日本・韓国・中国の三カ国で年１回開催しているもので、日本での開催は６回目となります。当日の会議は港湾
行政担当者等25名が出席し、「みなとの賑わいづくり」に関して三カ国の報告および共同研究の取りまとめの報告、次回
の共同研究テーマの検討等が行われ、活発な意見交換が行われました。なお、次回は韓国で開催予定です。
　翌3日（祝・月）には、同ホテルで北東アジア港湾シンポジウム（国土交通
省港湾局、北東アジア港湾シンポジウム実行委員会主催）が開催されまし
た。このシンポジウムは、日本、韓国、中国の港湾関係者が港湾に関する最
新の情報と経験を交換し、相互の友好関係を深めることを目的に、毎年開
催しているものです。当日は官民の港湾関係者約300名が参加し、「海洋連
結性〜人・物のつながり〜」をテーマに、三カ国の港湾の現状と将来の方向
性について質疑がなされました。また、特別講演として、神戸市長 久元喜造
から「みなとまち神戸のこれから」について、講演が行われました。

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。）
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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！

「神戸開港150年記念事業」プレイベント開催

高さ6mのデッキから飛行機とともに羽ばたく？

日本初開催で神戸港が賑わう

北東アジア港湾シンポジウム



宮崎カーフェリー神戸航路就航１周年記念  神戸・宮崎交流事業
小学生250名を

船の旅に招待

ワクワクどきどき 船のたび〜あれから20年〜 
　1995年に発生した阪神・淡路大震災は、神戸港にも大きな被害を与えました。当時、宮崎カーフェリー（株）が神戸～宮崎航路を
運航していた「東神戸フェリーセンター」（東灘区青木）も被災しました。宮崎カーフェリーは翌年運航を再開し、被災した子どもた
ちに元気を取り戻してもらおうと、神戸市立魚崎小学校、福池小学校の児童200人を日向市への船旅に招待しました。
　その後、神戸～宮崎航路は1998年から休止していましたが、昨年「神戸三宮フェリーターミナル」のリニューアルを機に、宮崎カー
フェリーが就航し１年が経ちました。今年は震災から20年とあって、前回と同じ魚崎・福池小学校の子どもたちを招待する船旅を10
月16日から18日に行いました。
　船中2泊3日の旅に、募集人数100名を大きく超える250名の5、6年生が参加し“ワクワクどきどき”な旅を体験しました。

10月16日、神戸三宮フェ
リーターミナル。子どもた
ちは、これから乗り込む
フェリーを前に「思ったよ
り大きくてワクワクする」
「船のお風呂ってどんな
の？」「宮崎の子と遊ぶの
が楽しみ」など、期待に
胸を膨らませている様子
でした。

お楽しみの船での夕
食、展望風呂入浴の
あとは、震災学習が行
われました。20年前に
参加した川上悠介さ
んが子どもたちに阪
神・淡路大震災につい
て語り、震災学習ノー
トを使っての学習にも
取り組みました。

出発式の後、いよい
よ出港。デッキから
子どもたちが紙テー
プを投げ、元気よく
「行ってきます」と
手を振り、多くの方が
船が小さくなるまで
見送りました。

一晩を船で過ごした
翌朝、宮崎港フェリー
ターミナルに到着。バ
スで日向市体育セン
ターへ。日向市立富高
小学校の子どもたちが、
ひょっとこ踊りの衣裳
で迎えてくれました。

歓迎セレモニーでは、
記念品（東灘だんじ
り祭りの法被と日向
ひょっとこ踊りの法
被）の交換の後、神戸
の子どもたちから「し
あわせ運べるように」
の歌をプレゼントしま
した。

日向サンパークへ移動。宮崎の
自然のなかで、宝探しゲーム「ヒ
ムカクエスト」や、温泉入浴、勾
玉づくり体験を楽しみました。

短い時間のなかでさまざまな体験をした子どもたちは、
夕方再びフェリーに乗り宮崎を後に。翌18日早朝、無事
神戸港へ帰ってきました。

全員で記念撮影。交
流会では、日向と神
戸の子どもたち、地
元のみなさんが一緒
になってひょっとこ
踊りを踊り、交流の
輪を広げました。日
向の子どもたちから
ひょっとこお面のプレ
ゼントがありました。

10⁄16

10⁄17

出 発

宮崎着

夜

朝

10⁄18
神戸着
夜
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宮崎・神戸交流記念、宮崎
航路1周年記念植樹式開催

　10月1日（木）、神戸港新港第3突堤
「神戸三宮フェリーターミナル」から神
戸―宮崎間を結ぶフェリー航路が就航
1周年を迎えました。フェリー就航による
宮崎県との交流を記念するとともに同航
路の1周年を記念し、植樹式が行われま
した。

　植樹に先立ち行われた式典には、久
元喜造神戸市長をはじめ守屋隆司神戸
市会議長、そして内田欽也宮崎県副知
事、木下忠男宮崎市副市長らが参列。久
元神戸市長は「宮崎カーフェリーさんが、
阪神・淡路大震災で被災した神戸の小
学生を宮崎に招待し、傷ついた心を癒し
てくれた。今年再び、当時の参加者や小
学生を宮崎に招待していただけると聞い

MAN B＆W－6S50ME－B8.2型×1基
（連続最大出力7730kW×108回転/分）
／定員25人／船級NK／船籍マーシャル
諸島。第1727番船。

「神戸三宮フェリーターミナル」
竣工1周年記念イベント開催

「神戸三宮フェリーターミナル」竣工1
周年の記念イベントが10月11日（日）、タ
ーミナルヤード内で開催されました。この
催しは、神戸開港150年のプレイベントと
して企画され、約1000名の方々が来場し
ました。就航先の小豆島、宮崎の関係者
が協力し、小豆島町立苗羽（のうま）小
学校音楽部とこべっこ少年少女合唱団
による特別演奏会、手打ちうどん体験教
室などのイベント、宮崎カーフェリーの船
内見学会が行われました。船内見学会

ている。世代を越え、宮崎と神戸の交流
が行われていることに感謝し、さらに交
流が広がることを期待しています」とあ
いさつされました。そして、寄贈された宮
崎県の木「フェニックス」と宮崎空港の
シンボル「ブーゲンビリア」を、黒木政典
宮崎カーフェリー社長らとともに植樹しま
した。また、前日9月30日には、宮崎港で
神戸市の木「さざんか」が植樹されるな
ど交流事業が行われました。

川崎重工「GEIYO K」
命名・進水式開催

　川崎重工業㈱神戸工場にて10月10
日（土）、SEALIFT MARITIME,S.
A.向け55型バルカー「GEIYO K」（ゲイ
ヨー・ケイ）の命名・進水式が開催され
ました。土曜日ということもあり、式には
約4000人の方々が参加しました。
「GEIYO K」は、新開発された省エネ

タイプの第4船目で、進水後に艤装工事
を行い、28年1月に竣工、船主に引き渡
されます。

◎主要目…約31,700総トン／約55,000
重量トン／LBDd＝187（全長約189.9）
×32.26×17.9×12.5m／主機＝川崎－

「フェニックス」の記念植樹

宮崎・神戸交流記念植樹式

多くの市民に見守られながら華やかに進水

「GEIYO K」と命名

小豆島や宮崎の特産品がならぶ
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参加者は、客室やデッキ、普段は入れな
いブリッジも見て回りました。屋外では、
宮崎産野菜等の農作物や地鶏もも焼き、
地場産品を取り扱った宮崎県川南町名物

「軽トラ市」の出店、就航都市の小豆島
と宮崎の特産品の販売コーナーや神戸
名物「ぼっかけコロッケ」の販売も。
　また、須磨海浜水族園特別展示とし
て世界で3番目の大きさを誇る陸亀ケヅ
メリクガメやおとなしい性格のドチザメ
のタッチプールが登場し、家族連れの
方々でにぎわっていました。

〜右よし！左よし！〜
第31回神戸港フォークリフト
荷役技能向上大会

　10月22日（木）、ポートアイランドにあ
る神戸港湾教育訓練協会にて「第31回
神戸港フォークリフト荷役技能向上大

会」が行われました。毎年、フォークリフ
トの基本操作を競いあうことで、フォー
クリフト荷役技能のレベルアップを目指
し、港湾労働災害の防止に寄与するとと
もに、神戸港の優秀なハンドリングを広
く伝えることを目的として開催していま
す。今年は、神戸港の港湾企業26社か
ら35名が参加。そして港湾職業能力開
発短期大学校の学生2名がオープン出
場しました。

　競技内容は、3トンフォークリフトによ
る方向変換・屈折コース、2.5トンフォー
クリフトによる棒立てジグザグコースの2
種目。出場者はこの2種目に挑み、減点
方式による合計得点を競い、上位5名が
最優秀技能者として表彰されます。今回
の出場者の中には4名の女性オペレータ
も参戦しており、約500名の観客が見守
る中、やや緊張した面持ちで指差し呼
称など安全確認を行っていました。出場
者全体のレベルが高い中、最優秀技能
賞を受賞した5名は、次のとおりとなりま
した。竹中大輔（川西港運（株）・フォー
ク歴6年）、島田智章（日本港運（株）・
フォーク歴9年）、上林文太（（株）大森
廻漕店・フォーク歴9年）、小山義隆（日
本港運（株）・フォーク歴6年）、山本透
悟（（株）五島組・フォーク歴11年）

第12回「KOBEみなとマ
ルシェ」で兵庫県ナンバー1
バーガー決定

　10月25日（日）ポートタワー周辺、神戸
港中突堤西海岸付近にて第12回「KOBE
みなとマルシェ」が行われました。2009
年春に起こった新型インフルエンザ騒動
で元気をなくした神戸に、明るい笑顔で
元気を発信しようと同年7月よりスタートし
ました。神戸の街が大好きな市民、企業
や学生が主役となり、神戸の活性化につ
なげるイベントを目指しています。
　今回会場には、兵庫の産直食材ブー
スをはじめKOBEご当地ハンバーガーな
ど、40を超える店舗が集結。特設ステー
ジでは、美女コンテストやKOBEイン
ディーズバンドのライブパフォーマンスな
どが披露されました。また、「KOBEみ

ケヅメリクガメと遊ぶ子供たち

3t フォークリフトによる方向変換・屈折コース

多くの来場者が訪れた中突堤

2.5t フォークリフトによる棒立てジグザグコース

盛り上がるステージイベント
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なとマルシェバーガーグランプリ」が行
われ、公開シール投票により兵庫県ナン
バー1バーガーが決定。グランプリを獲
得したのは神戸市中央区の「WANTO 
BURGER」の黒毛和牛アボカドバーガー
でした。約41,000人が訪れ、イベント終
了時まで大いににぎわっていました。

「三菱重工と港の見学会」
開催

　毎年、多くの人々に“ものづくり”に興
味を持ってもらい、そして神戸港の港湾
施設を知ってもらおうと、神戸港振興
協会では三菱重工業㈱神戸造船所とと
もに「三菱重工しんせんファクトリーツ
アー」を開催しています。22回目を迎えた
今年は、11月30日（月）に実施し、約100
名の方々が参加しました。参加者は、中
突堤より神戸港遊覧船「ファンタジー」に
乗船し、コンテナターミナルなどを見学
できる特別コースで様 な々港湾施設を海
上から見学。その後、造船所内に場所を
移し、同所の歴史や主力製品などを紹
介する展示ホール、また今回は建造中の
シールドマシン（トンネル掘削機）を見学
しました。参加者からは、貴重な経験が
できたと感想をいただきました。

神戸港振興協会、海外港湾
視察研修団が台湾（台北・
高雄）を訪問

　港湾関連企業を中心とした会員企業
を対象に、海外の先進港湾を視察する
研修会を開催している神戸港振興協会
では、11月17日（火）～19日（木）2泊3日
の日程で、台湾（台北・高雄）に視察研
修団を派遣しました。この研修会は、発
展目覚ましいアジアの主要港湾を見学い
ただくことにより、会員企業の業務の充
実や人材育成に寄与するとともに、神戸
港の一層の発展に繋げることを目的とし
て実施しているもので、今回で5回目を数
えます。
　参加したのは、神戸港振興協会会員

企業10団体、計13名（㈱後藤回漕店、
山九㈱、住井運輸㈱、大海運輸㈱、中
央港運㈱、同和運輸㈱、阪神国際港湾
㈱、森本倉庫㈱、㈱ユニエツクス、神戸
港振興協会）。
　1日目は、台湾の新たなハブポートと
して大水深バースの開発が進められた
台北港コンテナターミナルの視察およ
び台北港に立地する自動車関連の物
流企業を訪問しました。2日目は、高雄
へ移動し、台湾の港湾運営会社である
TIPC（TAIWAN INTERNATIONAL 
PORTS CORP.,LTD）を訪問。高雄港
の概要説明を受けた後、TIPCの案内
により、視察船で港内を見学。その後、
高雄港第6コンテナターミナルに立地す
る高明コンテナターミナル（Kao Ming 
Container Terminal Corp.）にて、高雄
港の最新のコンテナターミナル運営を
見学しました。最終日は、高雄港に立地
するYANG MINGグループの物流セン
ターを見学。
　参加者は、台湾港湾の規模の大きさ
を体感したと同時に、最新鋭のオペレー
ションシステム等を間近で見学し、「今
後の神戸港での業務に生かしていきた
い」と話していました。

造船所内の展示ホールを見学

遊覧船から神戸港を見学

高明コンテナターミナルの視察 TIPCの案内で高雄港を視察する研修団
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賀正

旧年中は大変お世話になりました
本年もよろしくお願い申し上げます

平成二十八年　元旦

「港湾振興協会等事務連
絡会」が神戸で開催

　平成27年度「港湾振興協会等事務連
絡会」が11月26日（木）～27日（金）に
神戸港において開催されました。連絡会
には、横浜港・名古屋港・博多港・東京
港・大阪港・川崎港・北九州港・神戸港
の計8港の港湾振興協会等から17名が
参加し、今年は神戸港が開催の当番港
を務めました。

　この連絡会は平成３年より毎年開催
されており、各港の港湾振興協会等が当
番港を務める港に集まり、会議および港
湾視察等が2日間の日程で開催されるも
のです。
　1日目は、午後2時より神戸メリケンパー
クオリエンタルホテルにて連絡会議を開
催しました。会議の冒頭挨拶で、神戸港
振興協会 専務理事 花木章より、全国か
らお集まりいただいた各港湾振興協会
の方々に、実りのある会合にしたいとい
うことと、短い日程ではあるが神戸を満
喫していただきたいと述べました。連絡
会議では、各港の現状や抱える課題に
ついて意見交換が行われ、クルーズ客
船寄港時の受け入れ体制・おもてなしの
方法や、各団体の事業内容等について
活発な議論が展開されました。連絡会
議終了後、同ホテルにて夕食を兼ねた意

見交換会が開催され、各港間の意見交
換を行いながら懇親を深めました。
　2日目は、午前9時に遊覧船に乗船して
の神戸港内見学、平成26年10月に完成
した「神戸三宮フェリーターミナル」施設
内見学、27年3月にリニューアル工事が
完了した「神戸ポートターミナル」視察、
そして南京町での昼食（中華料理）で解
散となりました。本連絡会は毎年秋に開
催されていますが、来年度は東京港で開
催予定です。

神戸ポートターミナルを視察する各港参加者

あいさつをする神戸港振興協会専務理事  花木 章

18
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兵庫県港運協会

会　長　　佐　伯　邦　治
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶業務センター５階）

電　話　０７８（８０２）１８４０
ＦＡＸ　０７８（８０２）１８７６

兵庫県倉庫協会

会　長　　若　松　康　裕
〒651-0086  神戸市中央区磯上通７丁目１番８号（三宮インテスビル７階）

電　話　０７８（２３０）２３５１
ＦＡＸ　０７８（２３０）２３７１

神戸旅客船協会

会　長　　加　藤　琢　二
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５番４号（中突堤中央ビル）

電　話　０７８（３３１）７６６９
ＦＡＸ　０７８（３３４）１５９０

神戸海運貨物取扱業組合

理事長　　須　藤　明　彦
〒650-0041  神戸市中央区新港町14番１号（生活用品振興センター内）

電　話　０７８（３３１）２９７３代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）０６２５

神戸港沿岸荷役業会

会　長　　岡　上　正　弘
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センター511

電　話　０７８（８０１）６１１１
ＦＡＸ　０７８（８０１）６０１１

神戸船内荷役協会

会　長　　青　井　清　一
〒650-0024　神戸市中央区海岸通５丁目１番16号

電　話　０７８（３４１）２４１８
ＦＡＸ　０７８（３７１）５３４８

一般社団法人 兵庫県トラック協会

会　長　　福　永　征　秀
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号

電　話　０７８（８８２）５５５６
ＦＡＸ　０７８（８８２）５５６５

神戸港はしけ運送事業協同組合

理事長　　向　井　隆　一
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭一番地（摩耶業務センタービル５階）

電　話　０７８（８８２）９０００
ＦＡＸ　０７８（８８２）９００２

兵庫県冷蔵倉庫協会

会　長　　中　 川　　 亨
〒650-0023　神戸市中央区栄町通３丁目６番７号（大栄ビル５F）

電　話　０７８（３３３）０２０４
ＦＡＸ　０７８（３３３）０２０５

神戸港関連事業協会
名誉会長　坂　部　貞　二
会　　長　田　 森　　 豊

〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶業務センタービル５階）
電　話　０７８（８０２）５５４５
ＦＡＸ　０７８（８０２）５５０５

神戸通関業会

理事長　　錦　織　一　男
〒650-0041　神戸市中央区新港町14番１号（生活用品振興センタービル）

電　話　０７８（３３１）３９９６
ＦＡＸ　０７８（３３１）１０１３

・海技教育支援事業・奨学金貸与事業
・帆船海王丸体験航海事業 等

公益財団法人 海技教育財団
会　長　　宮　原　耕　治

〒102-0093　東京都千代田区平河町２丁目６番４号
電話 ０３（３２８８）０９９１　URL http://www.macf.jp

公益社団法人 神戸港湾教育訓練協会

会　長　　小　前　正　英
〒650-0045　神戸市中央区港島８丁目11番３

電　話　０７８（３０３）００１５
ＦＡＸ　０７８（３０３）０２７２

植物検疫のご相談は当会へ

KPQA 一般社団法人 神戸植物検疫協会
会　長　　北　栄　哲　弥

〒650-0024　神戸市中央区海岸通８番（神港ビル４階）
電話 ０７８（３２１）００８１代表／FAX ０７８（３９１）４６６４代表
URL www.kobe-shokken.or.jp
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一般社団法人 ウォーターフロント協会
会　長　　金 　 澤 　 　 寛

〒108-0023　東京都港区芝浦３丁目11番９号（武藤ビル３F）
電　話　０３（３４５３）４１９１
ＦＡＸ　０３（３４５３）０２５２
ＵＲＬ　www.waterfront.or.jp

一般財団法人 神戸港湾福利厚生協会

理事長　 佐　伯　邦　治
〒650-0041　神戸市中央区新港町13番３号

電　話　０７８（３９１）０９３９
ＦＡＸ　０７８（３９１）０９４９

神戸航空貨物ターミナル株式会社

代表取締役社長　林 　 　 洋 　 介
〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目16番地

電　話　０７８（８５８）１５００
ＦＡＸ　０７８（８５８）１５０１

代表取締役社長　川　端　芳　文
〒651-0087　神戸市中央区御幸通８丁目１番６号

電　話　０７８（８５５）２２１５
ＦＡＸ　０７８（８５５）３９６０

会　長　 青　井　清　一
〒650-0045　神戸市中央区港島３丁目５番

電　話　０７８（３０２）５２６１
ＦＡＸ　０７８（３０２）５２５６

公益財団法人 神戸市産業振興財団
理事長　森　脇　俊　道

〒650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号
電　話　０７８（３６０）３１９９
ＦＡＸ　０７８（３６０）１４１９

代表取締役社長　井　本　隆　之
〒650-0035　神戸市中央区浪花町59番地（神戸朝日ビル22F）

電　話　０７８（３２２）１６００代表
ＦＡＸ　０７８（３２２）１６２０

公益財団法人 神戸市スポーツ教育協会

会　長　　橋　口　秀　志
〒651-0083　神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号

（神戸商工貿易センタービル10階）
電話 ０７８（２２１）３５５５　ＦＡＸ ０７８（２２１）３５５８

日中国際フェリー株式会社

代表取締役社長　奥　山　岩　夫
〒550-0013　大阪市西区新町１丁目８番６号（三愛ビル２階）

電　話　０６（６５３６）６５４１
ＦＡＸ　０６（６５３６）６５４２

阪九フェリー株式会社
代表取締役社長　小 笠 原 　 朗

〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東３丁目２番地の１
電話 ０７８（８５７）１２１２　ＦＡＸ ０７８（８４５）２９７８

http://www.han9f.co.jp

日本クルーズ客船株式会社
代表取締役　入　谷　泰　生

〒 530-0001　大阪市北区梅田２丁目５番 25 号（梅田阪神第１ビル 15 階）
電　話　０６（６３４７）７５２１
ＦＡＸ　０６（６３４１）８９８０

日本代表　藤　江　成　宏

〒141-0032　東京都品川区大橋１丁目11番２号（ゲートシティ大崎イーストタワー８階）
電　話　０３（３４９３）６００１　ＵＲＬ  www.oocl.com/japan/jpn/

株式会社 神戸クルーザー

代表取締役社長　寺　井　幹　雄

〒 650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目６番１号
電　話　０７８（３６０）５６０１

一般社団法人 グローバル人材育成推進機構
代表理事　鹿　島　義　範

〒650-0042　神戸市中央区波止場町5番4号
中突堤中央ビル2階

電　話　０７８（３８１）７０７９
ＦＡＸ　０７８（３８１）７０６３
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中央港運株式会社
代 表 取 締 役 社 長　向　井　隆　一
代表取締役副社長　隅　 田　　 等
代 表 取 締 役 専 務　向　井　一　雄

〒650-0024　神戸市中央区海岸通４丁目３番７号
電　話　０７８（３５１）０５４１
ＦＡＸ　０７８（３４１）２６４３

長田通商株式会社

代表取締役社長　長　田　庄太郎
〒650-0034　神戸市中央区京町77番地の１

電　話　０７８（３３１）６４２１
ＦＡＸ　０７８（３３１）３４０６

港湾運送業・国際複合一貫輸送業・倉庫業

株式会社 後藤回漕店
代表取締役社長　後　藤　勝　三

〒650-0024　神戸市中央区海岸通３丁目２番１号
電　話　０７８（３２１）２１４１
ＦＡＸ　０７８（３９２）４５８１

事業所　東京・大阪・水島・福岡・関門・シンガポール他

株式会社 大森廻漕店

代表取締役社長　須　藤　明　彦
〒650-0031　神戸市中央区東町123番地の１

電　話　０７８（３９１）７２０１
ＦＡＸ　０７８（３３２）６２６４

甲陽運輸株式会社

代表取締役社長　田 　 岡 　 　 龍
〒650-0024　神戸市中央区海岸通５丁目１番16号

電　話　０７８（３４１）８７７２
ＦＡＸ　０７８（３４１）０９４０

五洋港運株式会社

代表取締役社長　東　口　正　秀
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭２番地１

電　話　０７８（８６２）５４３４
ＦＡＸ　０７８（８０５）５４２１

石光商事株式会社

代表取締役　森 　 本 　 　 茂
〒657-0856　神戸市灘区岩屋南町４番40号

電　話　０７８（８６１）７７９１

森本倉庫株式会社

代表取締役社長　森　本　真　弥
〒651-0086　神戸市中央区磯上通２丁目２番21号（三宮グランドビル）

電　話　０７８（２３１）４９５１
ＦＡＸ　０７８（２３２）４０４３

住井運輸株式会社

代表取締役社長　青　井　清　一
〒650-0042　神戸市中央区波止場町６番７号

電　話　０７８（３４１）６１０１
ＦＡＸ　０７８（３５１）２５９２

株式会社 上組

代表取締役社長　深　井　義　博
〒651-0083　神戸市中央区浜辺通４丁目１番11号

電　話　０７８（２７１）５１１０
ＦＡＸ　０７８（２７１）５２０９

宮崎カーフェリー株式会社
取締役　常務執行役員　岡　田　良　敬

〒650-0041　神戸市中央区新港町３番７号
（神戸三宮フェリーターミナル内）

電　話　０７８（３２１）３５３５
ＦＡＸ　０７８（３２１）３５３６

ジャンボフェリー株式会社

代表取締役社長　山　神　正　義
〒650-0041　神戸市中央区新港町３番７号

電　話　０７８（３２７）３１１１
ＦＡＸ　０７８（３９１）３０２０

代表取締役

藤　惠　まもる

Autoterminal Japan 株式会社
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭１番
電話０７８-８０５-２５５０  ＦＡＸ０７８-８０５-２７５０

関西支店長

日本で最初のクルーズ専門旅行会社

YUTAKACLUB CRUISES

代表取締役　松　浦　賢太郎

ＵＲＬ　http//www.yutakaclub.co.jp

本社
〒101-0044 東 京 都 千 代田区 鍛 冶 町

２丁目５番15号
電話03（5294）6261  ＦＡＸ03（5294）6266

大阪営業所
〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目11番４号

大阪駅前第４ビル２階
電話06（6455）0931㈹  ＦＡＸ06（6455）0940
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神戸フェリーバス株式会社

代表取締役　山　神　正　義
〒650-0045　神戸市中央区港島９丁目１番地

電　話　０７８（３０２）８２００
ＦＡＸ　０７８（３０２）８２０２

早駒運輸株式会社

代表取締役社長　渡　辺　真　二
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５番４号

電　話　０７８（３２１）０１５１
ＦＡＸ　０７８（３２１）０５８３

日本包装運輸株式会社

代表取締役社長　錦　織　一　男
〒650-0041　神戸市中央区新港町11番１号

電　話　０７８（３９１）０２０１
ＦＡＸ　０７８（３９２）０３１９

ISO9001認証登録

川崎重工業 株式会社

代表取締役社長　村 　 山 　 　 滋
〒650-8680　神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

電　話　０７８（３７１）９５３０
ＦＡＸ　０７８（３６０）８６８９

総合建設業
株式会社 秋山組

代表取締役　秋　山　泰　行
〒653-0044　神戸市長田区南駒栄町１番15号

電　話　０７８（６４１）４４５５代表
ＦＡＸ　０７８（６４１）２４２８　　

取締役社長　溝　口　昌　宏
〒653-0811　神戸市長田区大塚町３丁目１番15号

電　話　０７８（６３１）７６７６
ＦＡＸ　０７８（６３１）２５１１
http://mizoguchi-kjp/

株式会社 ウシオ

代表取締役　牛　尾　憲　二
〒652-0813　神戸市兵庫区兵庫町２丁目３番27号

電　話　０７８（６５２）２０６５
ＦＡＸ　０７８（６５２）２０７０

本社/西日本営業部  大阪営業所
〒563-0035　大阪府池田市豊島南２丁目176番１号

電　話 072（762）7481  ＦＡＸ 072（762）5482

株式会社 アトラスシッピング

代表取締役　土　居　欽　爾
〒541-0048　大阪市中央区瓦町４丁目５番９号（井門瓦町ビル7F）

電　話 06（6208）3400　ＦＡＸ 06（6208）3401
ＵＲＬ www.atlas-shipping.co.jp

代表取締役社長　伴 　 　 俊 　 作
〒650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

（神戸クリスタルタワー11F）
電　話　０７８（３６０）８６９０
ＦＡＸ　０７８（３６０）８６９２

代表取締役社長　亀 井  忠 夫
神 戸 支 所 長　山 本  啓 史

〒650-0032　神戸市中央区伊藤町110番３号 （住友生命三宮伊藤町ビル８Ｆ）
電話 ０７８（３３３）６７７４　FAX ０７８（３３３）０７１０　URL www.nikken.jp

株式会社　築 港
代表取締役社長　瀬戸口　仁三郎

〒650-0024　神戸市中央区海岸通３番地
（シップ神戸海岸ビル12階）

電　話　０７８（３９１）６６８０
ＦＡＸ　０７８（３９１）６６７４

日本コンテナ・ターミナル株式会社神戸支店

専務取締役支店長　広　瀬　孝　俊
〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目25番

電　話　０７８（８５７）７５８０
ＦＡＸ　０７８（８５７）７５８６

簡易組立式浮桟橋「ゼニフロートX」レンタル取扱しております。
使用例・橋梁点検の足場

・小型船、ボート等の仮係留施設
・イベント用ステージ、遊歩道…etc.

株式会社 イナガワ運輸事業部
近畿運輸局認証工場
株式会社 イ ナ ガ ワ 整 備

代表取締役　稲　川　義　雄
神戸本社　〒652-0845  神戸市兵庫区築地町６番32号

電　話　０７８（６７２）１２１２
ＦＡＸ　０７８（６７２）１６１６
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神戸国際ステージサービス株式会社
取締役社長　柳　谷　茂　昭

〒651-0087　神戸市中央区御幸通８丁目１番６号
電　話　０７８（２３０）３３６０
ＦＡＸ　０７８（２５１）９６９９

http://www.kiss4u.co.jp

株式会社 神警エンタープライズ

代表取締役　向　井　隆　一
〒650-0041　神戸市中央区新港町４番５号（１階北側）

電　話　０７８（３３２）３５２３代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）３５３０　　

ホテルエリアワングループ

エリアワンエンタープライズ株式会社
代表取締役　岡　 新 之 助

〒542-0081　大阪市中央区南船場１丁目７番８号ダイヤパレス順慶町308号
電　話  ０６（６２６１）７００１　ＦＡＸ  ０６（６２６１）７００２

ＵＲＬ  www.hotel-areaone.com/ 

代表取締役　角　田　孝　行
〒650-0011　神戸市中央区下山手通２丁目13番３号（建創ビル5F）

電　話　０７８（３２７）００２４
ＦＡＸ　０７８（３２７）０８７５
ＵＲＬ　 http://sepre24.com

株式会社 新神戸セキュリティ
代表取締役　竹　内　勇　二

〒658-0027　神戸市東灘区青木１丁目２番１号
電　話　０７８（４３６）７２５５
ＦＡＸ　０７８（４３６）７２７５
ＵＲＬ　 http://www.sks-kobe.co.jp

消防設備全般　一般電気工事　設計・施工・保守・販売

有限会社  安藤防災
代表取締役　安　藤　三　男

〒652-0802　神戸市兵庫区水木通５丁目２番２号
電　話　０７８（５７９）３７２１
ＦＡＸ　０７８（５７９）３７２２
E-mail　 info@ando-bousai.co.jp
ＵＲＬ　 www.ando-bousai.co.jp

株式会社 ホテルオークラ神戸

代表取締役社長　小　川　矩　良
〒650-8560　神戸市中央区波止場町２番１号

電　話　０７８（３３３）０１１１
ＦＡＸ　０７８（３３３）６６７３

株式会社 ラスイート
ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド
神戸みなと温泉 蓮

代表取締役社長　関　　 寛　 之
〒650-0042　神戸市中央区波止場町７番２号

電　話　０７８（３７１）１１１１
ＦＡＸ　０７８（３７１）１１１０

神戸ポートタワーホテル
株式会社 アベストコーポレーション

代表取締役　松　山　みさお
〒650-0042　神戸市中央区波止場町６番１号
電　話 ０７８（３７１）８０８０／ＦＡＸ ０７８（３７１）８０９０
ホテルアベストHP  http://www.hotel-abest.co.jp/

A
ア ー テ ィ

RTY K
コ ウ ベ

OBE 株式会社
代表取締役社長　多　田　眞智子

〒650-0003　神戸市中央区山本通２丁目９番15号
電　話 078（222）1130㈹　ＦＡＸ 078（222）1163
ＵＲＬ www.security-jas.co.jp/
E-mail:office@security-jas.co.jp

コウベ・サコム株式会社
社　長　　山　田　耕　司

〒650-0022　神戸市中央区元町通３丁目10番２号
電　話　０７８（３３１）２４３１
ＦＡＸ　０７８（３３１）５８４４
ＵＲＬ　 http://www.kobesacom.co.jp

Kiss FM KOBE
兵庫エフエム放送株式会社

代表取締役社長　横　 山　　 剛
〒650-8589　神戸市中央区波止場町５番４号

電　話　０７８（３２２）０８９９
ＦＡＸ　０７８（３２２）１００８

株式会社 ラジオ関西

代表取締役社長　桃　田　武　司
〒650-8580　神戸市中央区東川崎町１丁目５番７号

電　話　０７８（３６２）７３７３
ＦＡＸ　０７８（３６２）７４０４
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江崎グリコ 株式会社
営業本部
近畿冷菓統括支店　　　　 統括支店長

柳　本　基　義
〒555-8502　大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号

電　話　０６（６４７７）８４８０
ＦＡＸ　０６（６４７７）８２９０

編集・グラフィックデザイン

代表取締役　鈴　 田　　 聡
〒650-0022　神戸市中央区元町通３丁目５番２号401

電　話　０７８（３３５）５９６５
ＦＡＸ　０７８（３３２）３４１５
http://kutouten.co.jp/

関西支局　〒530-6109　大阪市北区中之島３︲３︲23
電　話　０６（６４４８）３６９１　ＦＡＸ　０６（６４４８）７７４９

代表取締役社長　加　 地　　 尚
本　　社　〒663-8247 西 宮 市 津 門 稲 荷 町４番 11 号

電話 ０７９８（３３）５０２５　ＦＡＸ ０７９８（２６）３１３２
神戸支店　〒650-0042 

神戸市中央区波止場町５番４号（中突堤中央ビル３F）
電話 ０７８（３３１）９５６１　ＦＡＸ ０７８（３３１）９５６２

福田印刷工業株式会社
代表取締役社長　安　岡　重　明

〒658-0026　神戸市東灘区魚崎西町４丁目６番３号
電　話　０７８（８１１）３１３１
ＦＡＸ　０７８（８５１）８４４３
ＵＲＬ　www.fukuda-p.co.jp

各種建設機械販売・輸出業
大永商事株式会社
代表取締役　大　永　青　龍

〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目７番
電 話 ０７８（８５８）０９８０／ＦＡＸ ０７８（８５８）０９３１
URL http://www.onagashoji.co.jp

代表取締役社長　日 下 部 　　肇
電　話　０６（６４４６）２７５０
ＦＡＸ　０６（６４４６）３８８０
ＵＲＬ　http://www.murayama.co.jp

キクヤ交通株式会社

代表取締役　大久保　昌　彦
〒653-0021　神戸市長田区梅ヶ香町１丁目17番14号

電　話　０７８（６５１）７８００
ＦＡＸ　０７８（６５１）３３２２

株式会社 第一コンピュータリソース

常務取締役　曽我部　典　和
〒541-0052　大阪市中央区安土町２丁目３番13号 大阪国際ビル６F

電　話　０６（６２７１）２８７７
ＦＡＸ　０６（６２７１）２８８０

山陽電鉄グループの人材派遣会社
株式会社 日本ワークシステム

取締役社長　中　村　豊　之
〒650-0021　神戸市中央区三宮町１丁目５番１号（銀泉三宮ビル５階）

電　話　０７８（３３５）５６２３
ＦＡＸ　０７８（３９３）１８８７

株式会社 ライフェック
代表取締役　政　次　　　弘
常務取締役　政　次　幸太郎

〒652-0862　神戸市兵庫区上庄通２丁目１番５号（阪急堂パレス２Ｆ）
電話 ０７８（６５２）０４５５  ＦＡＸ ０７８（６５２）１０００

ＵＲＬ http://www.lifec.jp/

株式会社 ポトマック
代表取締役　金　指　光　司

〒650-0042　神戸市中央区波止場町２番８号
電　話　０７８（３３４）１２７４
ＦＡＸ　０７８（３３４）１２５３
ＵＲＬ　www.potomak.co.jp

株式会社

代表取締役　井　上　吾　郎
〒653-0022　神戸市長田区東尻池町９丁目１番20号

電　話　０７８（６５２）０５３８代表
ＦＡＸ　０７８（６５２）０５３９　　

東運サービス株式会社
ティー・シー・エム株式会社代理店
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 代 理 店

代表取締役社長　織　田　壽　男
本　　社　〒650-0041 神戸市中央区新港町10番３号

電話 ０７８（３２１）３６３６　ＦＡＸ ０７８（３２１）０１９１
http://www.to-un.co.jp

日本新聞協会会員
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　一般社団法人神戸港振興協会は、会員の皆様をはじめ、関係官庁、業界等のご協力を得て、ユーザー
にとって利便性の高い港湾、情報・文化を発信し人の往来する潤いのある神戸港を実現するため、神戸
港振興事業を中心とする諸事業に取り組んでいます。 
  現在、協会では、趣旨にご賛同いただき、一緒になって神戸港を盛り上げていただく新会員を募集して
います。（※平成27年12月現在の加入会員：550社）

会 員 特 典　●神戸港オリエンテーションへの優先受付
●神戸港港湾セミナーへの優先受付
●神戸港関連写真の無料貸し出し
●神戸港カレンダー贈呈
●情報誌『港の風～神戸港からのたより』送付（年４回）
●メリケンパーク等で開催するイベント案内

（その他、協会ホームページに掲載しています。）

年 会 費　●１口　１５,000円

お申し込み方法　●「入会（加入）申込書」にご記入、ご捺印のうえ、下記まで
郵送願います。

【宛先】〒650-0042　神戸市中央区波止場町2番2号
一般社団法人 神戸港振興協会　経営管理部 総務企画課 宛
TEL（078）327-8981

入会申込書は、ご連絡いただければ送付いたします。また神
戸港振興協会ホームページ（http://www.kobe-meriken.
or.jp）「新規会員募集」からもダウンロードできます。

「2016年神戸港カレンダー」
  本誌読者プレゼント！

神戸港に入港する船舶や港の風景が満載の「2016年神戸港カレンダー〔商船版〕・〔客船版〕」（1部1,000円）を各5名ずつ
合計10名様にプレゼント。ご応募は、官製ハガキに、郵便番号・住所・氏名・年令・電話番号と、ご希望のカレンダーの種類（商船ま
たは客船）を明記し、〒650-0042 神戸市中央区波止場町２番２号神戸港振興協会「港の風～神戸港からのたより」読者
プレゼント係までお申し込みください。締め切りは、平成28年1月15日（金）必着。※応募多数の際は抽選。
発表は、当選された方への賞品の発送をもってかえさせていただきます。なお、ご応募いただきました情報は、目的以外には使用いたしません。

〔客船版〕

にぎわうメリケンパーク
（メリケンフェスタ）

港内案内（オリエンテーション）
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