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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2日(土)～
7月7日(木)

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
☎078-391-6751

7月2日(土)～
7月7日(木)

神戸ポートタワー
「七夕照明」

神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が七夕パターンに点灯。
（19：00・20：00・21：00・22：00～各30分間）

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎078-391-6751

7月3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
☎078-391-6751

7月7日(木)
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
☎078-391-6751

7月9日(土)

神戸みなとの知育楽座
Part8
第2回講演会「新米が着
いた！」

“みなと神戸のみなと・まち・歴史をもっと知ろう”とい
う共通テーマのもと、中世 「兵庫北関入舩納帳」 に関
する講演会。 全6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10日(日)～
7月18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50
点展示。

神戸海洋博物館
展示ロビー

神戸海洋博物館
☎078-327-8983

7月14日（木）～
7月31日（日）

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

神戸海洋博物館
☎078-327-8983

7月17日（日）
～18日（月・祝）

第15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。

新港第２突堤
神戸青年会議所
☎078-303-0075

7月18日（月・祝）
第32回
神戸港ボート天国

海上パレード、各官庁船等による一般公開や巡視
艇・練習船の体験航海など、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

7月20日(水)～
9月11日(日)

「海上保安庁展2016」
「海を測る仕事」 をメインテーマにした海の測量方法や
動く海底等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

神戸海洋博物館
☎078-327-8983

8月4日(木)
第25回 三菱重工しんせん
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。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7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
☎078-391-6751
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夏のミナト神戸…。

イベント案内
8月6日(土)

第46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）

観覧はポーアイし
おさい公園、ポート
アイランド北公園、
新港突堤、メリケン
パーク、中突堤、高
浜岸壁・ハーバーラ
ンド、兵庫ふ頭

神戸市イベント案内・
申込センター
☎078-333-3372

8月19日（金）
　～25日（木）

練習帆船｢日本丸｣寄港 
海技教育機構の練習帆船「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20日（土）
　～21日（日）

神戸港夏物語2016
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21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

神戸海洋博物館
☎078-327-8983

8月27日(土)
「海上保安庁展2016」
関連イベント

海上保安官による講座「海図は楽しい」～海図の読
み方を開催。（要事前申込）

神戸海洋博物館
ホール

神戸海洋博物館
☎078-327-8983

9月1日（木）
～5日（月）

練習帆船｢海王丸｣寄港
海技教育機構の練習帆船「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

9月4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
☎078-391-6751

9月27日(火)～
10月13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

神戸海洋博物館
☎078-327-8983

9月19日(月・祝)
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
☎078-391-6751
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日　　　時●8月4日（木）  13：30～17：00
場　　　所●三菱重工業（株）神戸造船所
内　　　容●三菱重工業の先端技術などをテーマとした子供向けセミ

ナーを開催
対象・人数●小学校4年生～6年生とその保護者100名
　　　　　  （2名1組・50組）
参　加　費●無料
申 込 方 法●官製往復ハガキに2名1組として、参加希望者の住所・氏名・

年齢・学年・学校名・電話番号・保護者氏名を明記して下記の
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「三菱重工しんせんサマースクール」係

締 め 切 り●7月11日（月）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

夏
・ ・ ・ ・
の一日。みなと神戸のイベントに参加しませんか？

三菱重工しんせんサマースクール

参加者募集



この夏も、多くのクルーズ客船が神戸港に入港を予定しています。「QUANTUM 
OF THE SEAS」、「CELEBRITY MILLENNIUM」の大型船も注目を集め
ています。
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Ship Information and Schedules

インフォメーション船船

「飛鳥Ⅱ」（50,142総トン）　7月7日から計5回入港

「ぱしふぃっく びいなす」（26,594総トン）　7月6日から計9回入港

「にっぽん丸」（22,472総トン）　8月10日から計4回入港

2016年  夏　 7月～9月



「C
セレブリティ・ミレニアム

ELEBRITY MILLENNIUM」（90,963総トン）　9月21日に入港

「S
シルバー・ディスカバラー

ILVER DISCOVERER」（5,218総トン）　9月13日に入港

「Q
クアンタム・オブ・ザ・シーズ

UANTUM OF THE SEAS」（168,666総トン）　8月25日に入港

「MSC L
リリカ

IRICA」（65,591総トン）　8月1日に入港

「O
オーシャン・ドリーム

CEAN DREAM」（35,265総トン）　7月27日から計3回入港
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●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 4Q1 7月6日(水) 18：00 7月7日(木) 10：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 7月7日(木) 9：00 7月7日(木) 11：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 7月10日(日) 10：00 7月10日(日) 16：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 7月10日(日) 19：00 7月10日(日) 21：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 7月15日(金) 9：00 7月15日(金) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 7月16日(土) 10：00 7月16日(土) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4O2 7月17日(日) 19：00 7月17日(日) 20：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 7月27日(水) 14：00 7月27日(水) 23：00

MSC LIRICA パナマ 65,591 4Q1/Q2 8月1日(月) 13：00 8月1日(月) 20：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 8月8日(月) 12：00 8月8日(月) 17：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 8月9日(火) 7：30 8月9日(火) 20：00

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

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

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 8月19日(金) 14：00 8月19日(金) 18：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 8月22日(月) 14：00 8月22日(月) 15：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 8月24日(水) 14：00 8月25日(木) 11：00

QUANTUM OF THE SEAS バハマ 168,666 4Q1/Q2 8月25日(木) 15：00 8月26日(金) 23：59

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 8月28日(日) 15：00 8月29日(月) 13：00

SILVER DISCOVERER バハマ 5,218 NAKA-BC 9月13日(火) 6：30 9月13日(火) 18：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 4Q1 9月13日(火) 9：00 9月13日(火) 17：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 9月16日(金) 9：00 9月16日(金) 17：00

CELEBRITY MILLENNIUM マルタ 90,963 4Q1/Q2 9月21日(水) 11：00 9月22日(木) 22：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 9月27日(火) 10：00 9月27日(火) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 9月27日(火) 14：00 9月27日(火) 16：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 9月30日(金) 16：00 9月30日(金) 18：00

  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　　　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。

●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

大 成 丸 海技教育機構 3,990 6月9日（木）
10：00

7月4日（月）
14：00 新港第1突堤EF

銀 河 丸 海技教育機構 6,185 7月22日（金）
10：30

7月27日（水）
14：15 新港第1突堤Ｃ

日 本 丸 海技教育機構 2,570 8月19日（金）
10：00

8月25日（木）
14：00 新港第1突堤Ｃ

大 成 丸 海技教育機構 3,990 8月19日（金）
10：00

8月24日（水）
14：00 新港第1突堤EF

海 王 丸 海技教育機構 2,556 9月1日（木）
10：00

9月5日（月）
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「海王丸」
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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

3月9日(水) RBD DALMATIA キプロス 7,545 コンテナ船 青島（中国）
（PJX2）

ASEAN  SEAS  LINE CO. 
LIMITED. 山九㈱

4月11日(月) SITC HANSHIN 香港 17,119 コンテナ船 東南アジア
（VTX1）

SITC  CONTAINER  
LINES CO,LTD. ㈱日新

6月2日(木) WONDERFUL GRACE マニラ 8,255 在来型貨物船 フィリピン WESTWIND  SHIPPING ㈱住友倉庫

関西－青島航路　開設
「RBD DALMATIA」の初入港を歓迎

PC-16/17バースにて

「WONDERFUL GRACE」の初入港を歓迎
PⅠ-Fバースにて

「SITC HANSHIN」の初入港を歓迎
PC-14バースにて
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「QUANTUM OF THE SEAS」初入港
3月17日「QUANTUM OF THE SEAS」（168,666総トン）が神戸港に
初入港しました。ロイヤル・カリビアン・インターナショナル（米国）が運
航するアジアで最大の客船で、神戸港に入港したクルーズ船でも過去最
大。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、船内で初入港歓迎セレモニーを行いました。（神戸ポー
トターミナルにて）

「SEABOURN SOJOURN」初入港 「MARINER OF THE SEAS」入港
ラグジュアリー・クルーズで高い評価を得ている、シーボー
ン・クルーズ（米国）が運航する「SEABOURN SOJOURN」
（32,346総トン）が3月21日神戸港に初入港しました。船内
では初入港歓迎セレモニーを行いました。（中突堤旅客ターミ
ナルにて）

3月28日と５月７日、ロイヤル・カリビアン・インターナショナ
ル（米国）が運航する客船「MARINER OF THE SEAS」
（138,279総トン）が入港しました。それぞれの入出港時には、
神戸市消防音楽隊や神戸学院大学吹奏楽部、流通科学大学和
太鼓部、そして夙川ブラスアンサンブルの皆さんにお越しいただ
き、歓迎・歓送演奏を行いました。（神戸ポートターミナルにて）
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「DIAMOND PRINCESS」入港
プリンセス・クルーズ（米国）が運航する「DIAMOND PRINCESS」
（115,906総トン）が、５月から６月にかけて計6回神戸港に入港しました。
同社は日本での発着クルーズを行って、今年で４年目となり、今回は神戸港
を拠点にしたクルーズが実施されました。それぞれの出港時には、須磨翔風
高校和太鼓部、甲南大学JAZZ研究会、神戸市消防音楽隊による歓送演奏
で盛大に出港を見送りました。（神戸ポートターミナルにて）

「VOLENDAM」入港「INSIGNIA」初入港
ホーランド・アメリカ・ラインが運航する「VOLENDAM」
（61,214総トン）が、4月14日に神戸港に入港、４年連続10回
目の入港となりました。寄港を歓迎し、表敬訪船を行い、記念品
や花束を贈呈しました。（神戸ポートターミナルにて）

オーシャニア・クルーズ（米国）が運航する客船「INSIGNIA」
（30,277総トン）が４月12日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、神戸市消防音楽隊による歓迎
演奏で出迎えました。また船内では初入港歓迎セレモニーを行
いました。（神戸ポートターミナルにて）
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「CALEDONIAN SKY」入港

「COSTA VICTORIA」入港

「GOLDEN PRINCESS」初入港

「ＭSC LIRICA」初入港

5月12日、ノーブル・カレドニア（英国）が運航する「CALEDO
NIAN SKY」（4,200総トン）が昨年に続いて神戸港に入港し
ました。寄港中は表敬訪船を行い花束や記念品を贈呈しまし
た。（中突堤旅客ターミナルにて）

６月1日、コスタ・クルーズ（イタリア）が運航する「COSTA 
VICTORIA」（75,166総トン）が神戸港に入港、４年連続の入
港となりました。入港時は神戸市消防音楽隊による歓迎演奏
で出迎え、また、本船には表敬訪船を行い寄港を歓迎しました。
（神戸ポートターミナルにて）

５月29日、プリンセス・クルーズ（米国）が運航する「GOLDEN 
PRINCESS」（108,865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、神戸市消防音楽隊による
歓迎演奏で出迎えました。寄港中船内では、初入港歓迎セレモ
ニーを行いました。（神戸ポートターミナルにて）

MSCクルーズ（イタリア）が運航する「ＭSC LIRICA」（65,591
総トン）が６月5日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、神戸市消防音楽隊による歓迎演奏で出迎
え、寄港中には初入港歓迎セレモニーを行いました。出港時は
流通科学大学和太鼓部による歓送演奏で見送りました。（神戸
ポートターミナルにて）
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秋田運輸監理部長の横顔

　昭和31年に山口県柳井市の柳井港というところで生まれました。
海に近く、小学校の臨海学校でカッター訓練をするような土地柄で、
船には幼い頃から馴染みがありました。祖父が対岸の周防大島の
出身で大島商船高等専門学校をでて、日本郵船㈱の国際航路の
機関長をしていたこともあって、大学では造船工学を専攻しました。
　昭和56年に運輸省に入省しましたが、最初に配属されたのが神
戸海運局です。それから35年の年月を経て、またこの神戸に戻って
来たことに、神戸との縁を感じています。

35年間のキャリア

　35年間、ほぼ東京の運輸省（現・国土交通省）で海事行政一筋
に取り組んできました。運輸省の係長時代は、海の国連といわれる
IMO（国際海事機関）担当の仕事をしていました。最初の頃は国際
関係の仕事が長かったですね。船は世界中に行くので、船の安全
基準を作るときは、条約で世界ルールを決めることになります。ロン
ドンにあるIMOの本部に約100カ国が集まって条約などを決める総
会に出席したり。
　平成3年にはスペインのカナリヤ諸島にある日本総領事館に領事
として、家族と一緒に3年間赴任しました。ラス・パルマスは、「大西
洋のハワイ」と言われるところで、水産物の買い付けなどで商社の
方も駐在していましたし、日本の遠洋漁業の基地があります。ここ
では邦人保護やビザ、パスポートなど外務省関係の仕事に携わりま
した。御存じのように、スペインはサッカーが盛んな土地で、地元プ
ロチームの試合などを同僚とよく観戦に行ったのを覚えています。
　平成12年にジェトロ上海センターに赴任したときは、SARSが流行
し大変でした。日本からの出張者がまったく来なくなり、原因も対策
も分からないまま、総領事館と協力して情報を得ながら、ジェトロ上
海の駐在員は全員現地に残りました。今もこのメンバーとは戦友の
ような意識があります。
　平成15年から平成24年の9年間は国土交通省海事局におりました
が、ここでは安全で環境にやさしい海上輸送の実現に向け安全・環
境基準に関わる検査・監査体制の構築などの業務に携わりました。

今後の抱負

　神戸に来て約2週間で熊本地震が発生しました。神戸は阪神・
淡路大震災を経験した土地です。防災や安心について、いま一度

危機意識をもって取り組んでいきたいと思っています。阪神・淡路
大震災の時は、神戸が陸の孤島となり、旅客船が臨時航路を開設
して、多くの人を運びました。今は、当時より旅客船事業者の方も
減っていますので、災害時の体制をどうするか、改めて、関係機関
とも連携して考えていきます。
　クルーズに関しては、神戸は瀬戸内海観光のゲートウエイであ
り、灘五郷、有馬温泉、神戸牛、六甲の水など、思いつくだけでも
魅力が一杯です。飛行機で来て瀬戸内海でクルーズを楽しむ「フラ
イ＆クルーズ」のようなプランもあると思いますし、新しい楽しみ方
を提案することで、リピーターの増加も期待できるのではないで
しょうか。
　政府は、外国人旅行者について、2020年にはクルーズで500万人、
全体で4000万人という観光ビジョンを掲げています。神戸の魅力を
最大限アピールしていきたいですね。
　また、神戸運輸監理部は、海運・港運・倉庫など港のユーザーと
なる事業を所管しています。港の発展のためにも、海事産業の発
展のためにも、海事人材の確保・育成が大事です。運輸監理部で
は、これまでもハローワークや事業者・団体と協力してのリクルート
活動などを行っていますが、神戸は神戸大学や海技大学校など学
術・教育訓練機関も充実していますので、しっかり連携して次世代
を担う子どもや青年たちに海に親しんでもらう取り組みを行い、将
来の優秀な人材の確保を目指したいと思います。

神戸の印象

　神戸は海の街ですし、東京に比べ、人も多すぎず少なすぎず、コ
ンパクトで住みやすい、文化的でバランスのとれた街です。最近も
海洋博物館に行き、カッター大会も観戦しました。運輸監理部の職
員チームが出場して1勝をあげたので、よくやったと（笑）。カッター
大会には約100チーム、1000人近い人が参加していて、海のイベン
トでこれだけの人が集まるのは、やはり、神戸ならではだと感心しま
した。
　出身の山口県に「獺祭」というお酒があり、ワインのような日本酒
ということで海外でも人気があります。私も「獺祭」を飲んで日本
酒にはまりました。神戸では、灘五郷の蔵元が「灘の生一本」とい
う統一銘柄で日本酒を出すと聞きましたし、ぜひ、一度灘へも足を
運んでみたいと思っています。来年は神戸港開港150年ですから、
多くの方に神戸に来て頂き、記念イベントなどを通じて、海や港、船
にもっと興味を持って頂けたら嬉しいですね。

今年4月、神戸運輸監理部では新たに秋
田務部長が着任されました。運輸監理部
の今後の方針や秋田さんご自身の職務上
のエピソード、神戸の印象などについてお
話を伺いました。

神戸運輸監理部長

秋田 務さん
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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

　4月10日（日）から5月15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「船舶模型制作同好会 

ザ・コンパス作品展」を昨年に引き続き開催しました。

　この展覧会は「船舶模型制作同好会 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「日本の客船・

貨客船今昔」と題して、明治時代から現代に至るまでの代表的な

客船・貨客船「飛鳥Ⅱ」「平洋丸」等約40点が展示されました。

　また5月4日の祝日には、「親子ペーパーシップ教室」を開催し、

ザ・コンパスの会員の指導のもと紙を切ったり、貼ったりして、神

戸市消防局の消防艇「くすのき」のペーパーシップを参加者全員

が完成させて喜んでいま

した。

　前回好評だった“紙と

んぼ”（紙でできた竹と

んぼ）も制作し今回は希

望者に作り方を教えて自

分で制作させたりして、子供たちに配布していました。

　海洋博物館には、ペーパーシップの常設展示がありますので、

興味のある方はぜひお越しください。

　5月31日（火）から6月26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「面白い海中世界」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。

　今回も水中写真展の他、「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「船舶模型制作同好会 ザ・コンパス第3回作品展」を開催

水中写真展「面白い海中世界」開催

一般社団法人神戸港振興協会　神戸海洋博物館担当　☎０７８‒３２７‒８９８３お問合せ
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ミニ鉄道フェスタを開催しました！２日間で約2,500人のお客様で賑わいました。

カワサキワールドカワサキワールドカワサキワールド

　4月23日、24日に、恒例のミニ鉄道フェスタin神戸メリケン

パークを開催しました。

　このイベントは、石炭を燃やして走る蒸気機関車（SL）などの

ミニチュア列車に体験乗車できるものです。

　当日は天候にも恵まれ、心地よい春風のなか、海際まで広がる

メリケンパーク内に敷かれた一周約500㍍の特設線路を走り、多

くのお客様にお楽しみ頂きました。今回も全国から集まった愛

好家が自前のミニ鉄道車両55両を持ち寄り、様々な車両に大人

から子どもまで夢中になっていました。

●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
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スカイマーク特別デザイン機「タイガースジェット」就航

　4月27日～10月末の期間、スカイマークが「タイガー

スジェット」を運航しています。これは「神戸 旅の港

街 プロジェクト」の第５弾として、スカイマークにお

ける西の拠点である神戸空港の利用を通じて、神戸をは

じめとした関西地域の魅力を全国の皆様に広く知って頂

くため、兵庫県に本拠地を置くプロ野球球団「阪神タイ

ガース」とコラボレーションしたものです。機体側面に

阪神タイガースのロゴがデザインされ、機内では、客室

乗務員が阪神タイガースのユニフォームを着用したり、

座席に阪神タイガースのロゴを記した特製ヘッドレスト

カバーを設置したり、ご搭乗及び降機の際に「六甲おろ

し」を放送するなど、阪神タイガースにちなんだ演出

が行われています。また、前方ドアの横には、阪神タイ

ガースのロゴとともに、神戸空港開港10年記念ロゴマー

クもあしらっていただいています。

　この運航に合わせて、神戸空港にあるスカイマークの格

納庫内で、5月20日にはお披露目記念式典、21日には一般

公開が行われました。参加者は「タイガースジェット」を

間近で見ることができ、写真撮影や公開された機内の見学

も楽しんでいました。

　神戸空港では、これまでも航空各社と様々なイベントに

取り組んでまいりました。

今後も、様々な形で楽しい

イベントやPRを企画して

まいりますので、ぜひ神戸

空港にお越しください。イ

ベント開催はFacebookや

ホームページ等でも情報発

信を行いますので、ぜひチ

ェックしてください。

更に利便性の高い空港に

　平成18年2月16日に開港した神戸空港は、今年2月に開港

10周年を迎えました。これまでの利用者数は累計で2,500万

人を超え、三宮から近く、アクセスの良い空港として、広

く皆様にご利用いただいています。平成28年6月現在、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4月から関西エアポート株式会社による関西国際空

港と大阪国際空港の運営が始まり、神戸空港を含めた関西

３空港を取り巻く環境が大きく変化する中、それぞれの空

港のポテンシャルが十分に活用されることで、関西全体の

航空輸送需要の拡大のみならず、関西経済全体の発展に大

きく資するものと考えています。そのために、現在、関西

３空港の一体運営に向けて、神戸空港の民間事業者への運

営委託の準備を進めています。

　今後とも、神戸空港の一層の利活用によって、利用者の

利便性の向上はもとより、神戸経済の活性化、さらには関

西経済全体の発展に貢献していきたいと考えております。

引き続き全力をあげて取り組んでまいりますので、ご理

解、ご支援を賜りますようお願いいたします。
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１０周年記念キャンペーン実施中！
　神戸―関空ベイ・シャトルは、おかげさまで2016
年7月13日に就航10周年を迎えます。それを記念して、
7／1（金）～7／31（日）までの期間中、ベイ・シャトル
をご利用のお客様に豪華賞品が当たるキャンペーンを
実施中です。
　神戸空港―関西国際空港間は、ベイ・シャトルな
らわずか30分。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）で利用できます。
　夏のご旅行で関空をご利用される際は、是非、高速
船ベイ・シャトルをご利用ください！

　10周年記念キャンペーン

●詳しくはベイ・シャトルＨＰをご覧ください。
（http://www.kobe-access.jp/）

　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

　さらに便利になりました！

●船の待ち時間に外貨両替ができるようになりました。さらに７／
1（金）～９／30（金）の期間中、ベイ・シャトルご乗船のお客様
で、日本円から外貨へ両替された方に旅行グッズプレゼント！

神戸空港

① ② ③ ④
5：30 6：01 6：10 6：20
6：30 7：01 7：10 7：20
7：15 7：46 7：55 8：05
8：00 8：31 8：40 8：50
9：00 9：31 9：40 9：50

10：00 10：31 10：40 10：50
11：00 11：31 11：40 11：50

12：30 13：01 13：10 13：20

14：00 14：31 14：40 14：50

15：30 16：01 16：10 16：20

17：00 17：31 17：40 17：50

18：00 18：31 18：40 18：50

19：00 19：31 19：40 19：50

20：00 20：31 20：40 20：50

 21：00 21：31 21：40 21：50

 22：45 23：16 23：25 23：35

関西空港

① ② ③
6：20 6：30 7：01
7：05 7：15 7：46
7：50 8：00 8：31
8：50 9：00 9：31
9：50 10：00 10：31

10：50 11：00 11：31
11：50 12：00 注）12：36

13：00
13：05 13：15 13：46

14：30
14：35 14：45 15：16

16：15
16：20 16：30 注）17：06

17：45
17：50 18：00 18：31

18：45
18：50 19：00 19：31

19：45
19：50 20：00 20：31

20：45
20：50 21：00 21：31

21：45
21：50 22：00 22：31

23：45
23：50 0：00 0：31

時

　刻

　表

平
成
27
年
4
月
1
日
以
降

神戸空港
海上アクセス
ターミナル
桟橋発

神戸空港
海上アクセス
ターミナル
桟橋着

関西空港
桟橋着

関西空港
第1ターミナル
4階国際線
出発ロビー着

関西空港
第2
ターミナル着

第1ターミナル
1階12番
バスのりば発

関西空港
桟橋発》 》 》 》 》

注）片道通常所要時間は31分ですが、関西空港12:00発便と16:30発便は、36分です。
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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！

●お問合せについて

㈱ＯＭこうべ　海上アクセス事業部
☎078–304–0033（9：00～18：00、年中無休）

http://www.kobe-access.jp/



「新人さん、いらっしゃ〜い」
神戸港オリエンテーション

　新年度がスタートした４月６日と７日、
神戸港振興協会主催で、会員各社の新
人社員等を対象とした神戸港オリエン
テーション（神戸港研修）を開催しました。
半日のプログラムを、２日間の午前と午後
に開催し、計62社、331名にご参加いた
だきました。
　このオリエンテーションは、新たに神戸
港を職場とされた、会員企業の新入社員
の方 を々主な対象として、例年この時期に
開催しています。プログラムを通じ、神戸
港の特色や機能を理解し、今後の業務に
活かしていただくことを目的としています。
　主催者挨拶で、当協会の宮本一郎事
務局長は、「来年には開港150年を迎え
る神戸港を益々すばらしい港にすべく、と
もに力を合わせていきましょう」と述べ、
未来の神戸港の担い手に、大いに期待
を寄せました。
　講義は神戸海洋博物館ホールで行い、
神戸市みなと総局振興課による神戸港
の概要説明や、当協会による神戸港のイ
ベントの概要説明を行いました。
　その後、神戸港遊覧船「ファンタジー」
または「ロイヤルプリンセス」に乗船し、

「パトカー・白バイの展示」や今回は
「消防艇の船内一般公開」も行われ、
たくさんの家族連れが楽しんでいました。
「シーサイドステージ」では、神戸市消
防音楽隊や地元のバンド、ダンスユニッ
ト等が次 と々観客を楽しませました。
　神戸と宮崎を結ぶ宮崎カーフェリーに
ちなみ、「みやざきに来んね！宮崎PR
ブース」もあり、焼酎やちりめん、新鮮な
野菜の販売が行われたほか、4月29日に
は、赤いハッピに身を包み、お面を付け
た人びとが輪になって「日向ひょっとこ踊
り」を披露し、会場が大いに沸きました。

練習帆船「日本丸」が
約８か月ぶりに入港

　将来の船舶職員を養成する独立行政
法人海技教育機構の練習帆船「日本
丸」が、５月から６月にかけて２回、新港
第一突堤に寄港しました。
　同船には、士官・乗組員54名、波方お
よび宮古海上技術短期大学校の実習生
113名（うち女子２名）が乗船。実習生は
４月１日に東京で乗船後、細島・長崎・
神戸（５月６日～12日）・門司・神戸（５月
30日～６月４日）・東京と約２か月半の間、
国内沿岸での航海訓練を行いました。

海上から神戸港を約１時間見学してもら
いました。船内では、当協会の森田潔参
事が、港湾施設、荷役機械や船舶につい
て解説を行いました。
　真新しいスーツや作業服に身を包んだ
新入社員の方々は、真剣なまなざしで、神
戸港について学んでいました。

今年で28回目の開催
KOBEメリケンフェスタ

　平成元年から実施、今年で28回目を
迎える「KOBEメリケンフェスタ2016」。
今年もゴールデンウィークの４月29日か
ら５月１日の３日間、さわやかな晴天の下、
メリケンパークで開催され、３日間で約
８万人が訪れました。
　神戸ミートフェア実行委員会主催で毎
年好評の2016神戸ミートフェア「神戸ワ
イン＆ビーフ祭」も同時開催。神戸ワイン
ビーフの試食やすき焼きの試食、神戸ワ
インの試飲などができるとあって、多くの
人々で賑わい、産地直送の地元農水産
物の販売コーナーも好評でした。
　また、こちらも毎年恒例行事となった
「ヘリコプター遊覧飛行」や「海・船・港
の写生会」、「リサイクルマーケット」も開
催され、市民生活を守るコーナーでは、

船上からコンテナターミナルなどを視察

家族連れでにぎわうメリケンパーク

圧巻の「日向ひょっとこ踊り」
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　神戸市、神戸港振興協会、神戸海事
広報協会では、同船の寄港を歓迎し、入
港歓迎、出港歓送セレモニーを開催しま
した。
　ゴールデンウィーク期間中の５月６日
の入港時には、神戸市港務艇による出
迎えと神戸市消防艇による歓迎カラー
放水、そして岸壁での歓迎セレモニーで
寄港を歓迎しました。
　セレモニーでは、神戸市みなと総局小
松信彦にぎわい創出担当部長が、「帆船
のある景色は神戸の誉でもある。来年の
開港150年の記念事業では、貴機構の５
隻の練習船に大集合いただき、その凛々
しい姿を市民の方々に見ていただきたい
と思っている。実習生のみなさんには、約
１週間という短い停泊期間ではあるが、
神戸で大いにリフレッシュしていただき
たい」と挨拶しました。
　続いて、神戸港振興協会 宮本一郎事
務局長から、村田 信船長、今 吾一機関
長、実習生代表 小林 伸成さんへ記念品
が、神戸海洋博物館マリンメイトより、同
船長、同機関長、実習生代表 髙井 頌平
さんへ、歓迎花束が贈呈されました。
　村田 信船長は、「練習帆船・日本丸を
はじめ５隻の練習船で、海運界を担う若

者を育てている。これまで70年以上もの
間、航海訓練所として運航していたが、
今年４月１日より海技教育機構として生
まれ変わった。神戸港のみなさんには、
練習船寄港の際にはいつも歓迎いただ
き、毎回帰ってきたという、ほっとした安
堵を覚える」と述べました。
　同船は、再度5月30日から6月4日の期
間にも神戸に寄港。6月4日の出港時には、
出港セレモニーのあと、「日本丸」より練
習帆船出港時に行う儀礼「登檣礼（とう
しょうれい）」が行われました。
　緑地整備工事が完了し、新港地区の
新たな展望緑地となった新港第一突堤
に響く若人の声は、神戸港の新たな未来
を予感させました。

 

神戸まつり「神戸港カッター
レース」を開催

　５月８日、神戸港カッターレースを開催
し、県内外から参加した91チームが白熱
したレースを展開しました。神戸市、神戸
港振興協会、神戸市民祭協会等が主催
するこのレースは、第38回目を迎える今
年も、第46回神戸まつり行事として、また
来年に控える神戸開港150年記念事業プ
レイベントとして、メリケンパーク東側海

域で開かれました。
「市民に親しまれるみなとづくり」など
を目的に始まったカッターレースは、８人
乗りの端艇でスピードを競うもので、海
運・港湾企業はもとより、一般企業や市
民グループも参加します。このような市民
参加型のカッターレースは神戸港から始
まり、今では横浜や大阪、広島、淡路な
どにも広がっています。
　今年は男子レース54チーム、女子レース
19チーム、シニアレース18チームの計91
チームが参加し、全49レースが繰り広げら
れました。
　優勝チームは、男子が「チャレンジ櫂」
（市民チーム）、女子が「商船ギャルズ」（神
戸大学）、シニアが「峨々羅山ウォーリアー
ズ」（広島商船高専OB）でした。
　当日は好天に恵まれ、観客も約２万人に
上りました。会場では練習帆船「日本丸」や
クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」も華を
添え、大盛況のうちに幕を閉じました。

５月の風物詩として市民に親しまれるレース

入港歓迎セレモニーの様子

「日本丸」実習生による登檣礼

男女チーム代表による選手宣誓
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神戸まつり「港の行事」で
「神戸港繁栄の鐘」響く

　5月13日、「第46回神戸まつり」の一環
行事として、神戸市みなと総局や神戸港
振興協会では「港の行事」を開催しました。

マリンメイトの木村真理さんらが、「神
戸港繁栄の鐘」を高らかに打ち鳴らしま
した。

「神戸まつり」おまつり
パレードに参加

　今年で第46回を迎えた神戸まつり。５
月15日、神戸港振興協会は、今年も「う
み・みなとの仲間たち」の一員として、神
戸港の海事関係団体とともに、海・船・
港の役割を伝えるために参加しました。
　フロートトラックには、神戸ポートタ
ワーの「キャプテンタワー君」、ライフジャ
ケット着用推進キャラクター「ウクゾウく
ん」、海上保安庁「うみまるくん」、神戸海
洋博物館のマリンメイトらが乗り、神戸
海事広報大使による行進や、神戸海洋少
年団による手旗信号、第５管区海上保安
本部が「愛します！守ります！日本の
海」横断幕を掲げ、ライフジャケットの着

　神戸海洋博物館ホールで行われた
「神戸港湾勤労者表彰式」では、神戸港
で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
働者や船舶乗組員等27名に、岡口憲義
副市長から表彰状が贈呈されました。
　続いて「みなと繁栄安全祈願祭」では、
港湾関係者約150名が列席し、須磨区の
綱敷天満宮の宮司らが神戸港や神戸空
港の安全を祈願しました。
　最後に同館東側屋上で、神戸港の繁
栄と船舶の安全航海、神戸空港の繁栄
と安全な運営を祈念して、岡口副市長や

神戸港湾勤労者表彰式の様子

神戸まつりの開幕を告げる「神戸港繁栄の鐘」

神戸開港150年をPR

第47回　神戸港湾勤労者表彰式　被表彰者
業種 推薦団体 所属会社 氏名

船内 神戸船内荷役協会

住井運輸株式会社 堀本　弘一
日本港運株式会社 米崎　満慈
上津港運株式会社 作田　一良
神戸サンソー港運株式会社 谷口　　誠
昌栄運輸株式会社 百本 博二三
日栄運輸株式会社 服部　一信
中央港運株式会社 石川　兼八
甲陽運輸株式会社 上田　隆弘
神菱港運株式会社 松本　智樹

沿岸 神戸港沿岸荷役業会

上津港運株式会社 古川　憲史
大西運輸株式会社 眞弓　義昭
日本港運株式会社 川野　敏一
神菱港運株式会社 高田　貞義
菱神運輸株式会社 三浦　博之

海貨 神戸海運貨物取扱業組合 株式会社大森廻漕店 髙橋　信幸
関連 神戸港関連事業協会 関西荷造工業株式会社 入江　和弘

はしけ 神戸港はしけ運送事業協同組合 双和海運株式会社 橋本　力雄
曳船 協同組合神戸タグ協会 日東タグ株式会社 竹永　裕司
通船 神戸港交通船業組合 大阪湾パイロットボート株式会社 古里　賢一

検数 兵庫県港運協会
一般社団法人全日検神戸支部 米田　喜一
一般社団法人日本貨物検数協会 小寺　昌英

検量 日本鑑定検量協議会関西支部 一般社団法人日本海事検定協会 森本　恭昭
作業船 神戸起重機船協会 寄神建設株式会社 川戸　豊巳
綱取り 早駒運輸株式会社 早駒運輸株式会社 青木　則男

水先業務 大阪湾水先区水先人会 大阪湾水先区水先人会 市川 由紀美
環境美化 一般社団法人神戸清港会 一般社団法人神戸清港会 杉本　良昭
福利厚生 一般財団法人神戸港湾福利厚生協会 一般財団法人神戸港湾福利厚生協会 木村　嘉和

合計27名　（敬称略）
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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28年  4月　(株)ＢＡＲＩＫＩ

平成28年  6月
　一般社団法人
全国中小貿易業連盟

用をＰＲするなど、14団体296名がパレー
ドに参加し、沿道から声援を浴びまし
た。
　また、今回は「神戸ウエディング会議」
とのコラボレーションで、date. KOBE 
プロジェクト実行委員会の一員としても
参加しました。パレードでは、おそろい
の真っ赤なロゴ入りTシャツで風船を持
ちながら行進しました。

第13回 KOBEみなと
マルシェ開催

　5月22日、KOBEみなとマルシェ（主
催 NPO法人KOBEみなとマルシェ）が
開かれ、約４万人が訪れました。
　会場となった中突堤では、「みなとマ
ルシェふれあいブース」「兵庫の恵み産
直ブース」「KOBEご当地ハンバーガー
ブース」に計46店舗が並び、自慢の味で
訪れる人を楽しませました。

　イベントステージでは、2016年ミスユ
ニバース兵庫グランプリ＆ファイナリスト
によるショーが開催されたほか、これか
らのミュージックシーンを担うバンドや、
兵庫にゆかりのあるアーティストがパ
フォーマンスを繰り広げ、にぎわいました。

集貨・創貨・競争力強化
神戸市みなと総局事業計画
説明会を開催

　神戸港振興協会は5月24日、当協会の
会員を対象に、神戸海洋博物館ホール
で2016年度神戸市みなと総局事業計画
説明会を実施しました。神戸市みなと総
局技術部の山本雄司 担当部長を講師
として招き、国際コンテナ戦略港湾施策
の推進による競争力強化事業や、来年
の開港150年記念事業などについて説明
いただきました。
　神戸港の港勢については、コンテナ取
扱量が昨年、前年比3.5％増の270万
7,000ＴＥＵと伸び、阪神・淡路大震災後
の最高を記録したことを挙げ、中国経済
の減速などで五大港のうち他の４港の
取扱量が前年度実績を下回る中、神戸港
では国の「国際戦略港湾競争力強化対
策事業」で西日本諸港からフィーダー貨

物を集約し、内貿コンテナが4.7％増加す
るなど、集貨施策が功を奏したと述べ、
今年度も集貨事業を通じて戦略港湾の
取り組みを一層強化すると述べました。
　創貨については、国の制度を活用し、
流通加工機能を有する施設として、ポー
トアイランドで４月に上組の流通加工セ
ンターが竣工し、六甲アイランドで３月に
川西倉庫の新倉庫建設が着工すること
を挙げました。
　競争力強化に向けたハード整備で
は、六甲アイランドのＲＣ6・7岸壁で4月
20日、六甲東水路の水深16ｍ、水路幅
340ｍの整備を実現、暫定供用してお
り、今後、ＲＣ4、5岸壁の水深16ｍ化を
進め、基幹航路の大型船化に対応する
方針を示しました。
　水素サプライチェーン事業では、液化
水素運搬船が寄港できる岸壁を神戸空
港地区に整備予定で、今後需要が見込
まれる水素エネルギー供給に対応すると
しました。
　来年１月に迎える神戸開港150年記念
事業では、日本港運協会の第90回定時
総会が2017年5月24日、神戸ポートピア
ホテルで開催が決定したことや、メリケ
ンパークの再整備、総合福利厚生施設
の建設などについて説明し、会員に協力
を呼びかけました。

説明会の様子

“情熱の赤”Tシャツで“デート”をＰＲ

ミナト風景をバックにパフォーマンス
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　1639年（寛永16年7月）に長崎からポルトガル人を追放して
来航を禁止したことによって始まった江戸幕府の鎖国政策
は、1859年6月28日（安政６年）に神奈川と長崎、箱館が開港
するまでの長きにわたって続けられました。
　1673年（延宝元年5月）にイギリス艦「リターン」が長崎に来
航して貿易を要望して以降、外国艦船が日本列島周辺に度々
現れ、幕府は常に彼らの脅威にさらされるようになります。列
強諸国の度重なる開港への要求に対して、1854年3月31日（嘉
永7年）日米和親条約の締結によって下田と箱館の開港が約
束され、同年10月14日には長崎での日英和親条約の締結でイ
ギリスとの間にも長崎と箱館の開港を約束し、続いて同年10
月23日にはオランダに対しても下田と箱館の開港を約束してい
きます。
　1855年2月7日（安政元年）には下田で日露和親条約が、
1856年１月30日には長崎で日蘭和親条約が締結されるなど
次 と々和親条約が結ばれていきました。
　さらに、1857年にはアメリカ、オランダ、ロシアとの間で和親
追加条約に調印し、1858年2月25日（安政5年）には日米修好
通商条約の交渉が妥結しますが、これが勅許ならず、同年7月
29日江戸湾のアメリカ艦上で日米修好通商条約を勅許の無い
ままで調印し、兵庫についても5年後の1863年１月１日の開港
が決められました。
　1858年8月18日に日蘭修好通商航海条約、貿易章程を、翌
日には日露修好通商条約、貿易章程を、同年８月26日には日
英修好通商条約、貿易章程を、同年10月９日には日仏修好通
商条約、貿易章程をいずれも江戸で調印しています。
　そして、1859年6月28日（安政６年）に幕府はロシア、イギリ
ス、フランス、オランダ、アメリカに対して、神奈川と長崎、箱館
での自由貿易を許可し、ここに長く続いた鎖国が解かれるこ
とになりました。

　その後も1860年8月3日（万延元年）にはポルトガルとの間に
日葡修好通商条約、貿易章程を、1861年１月24日にはプロシ
アとの間でも日普修好通商条約、貿易章程を、さらに1864年2
月6日（文久3年）にはスイスとの間で日瑞修好通商条約、貿易
章程を結んでいきます。
「兵庫」の開港について、当初は1863年１月１日でしたが、
1861年5月2日に将軍徳川家茂は江戸・大坂の開市と兵庫、新

潟の開港を７年延期するようフランス、オランダ、アメリカ、イギ
リス、ロシアの元首に要請しています。
　そして、1862年6月6日（文久2年）に幕府の遣欧使節竹内保
徳が英国外相ラッセルとの間にロンドン覚書書を調印して、江
戸・大坂の開市と兵庫、新潟の開港を５年間の延期と貿易制限
の撤廃を約束しました。
　同年９月12日には竹内保徳はロシア外相との間でも両市・
両港の開市開港の延期と樺太国境を改めて確定する旨の協
定をペテルブルクで調印。同年９月26日にはロンドン覚書書を
オランダも受諾し、続いて同年10月2日には同覚書書について
フランスとの間でも協定書に調印しています。

　のらりくらりと対応していた幕府に対して、1865年11月4日
（慶応元年）にはイギリス艦5隻、フランス艦3隻、オランダ艦
1隻の合計9隻の軍艦が兵庫沖に来航して、「兵庫」の即時開
港と条約の勅許、輸入税率の改訂を申し入れるとともに周辺
海域の測量を行っています。幕府を代表して老中阿部らが兵
庫沖で各国代表と条約勅許、兵庫開港について会談しました
が、これを知った朝廷は11月17日に兵庫開港を４国代表に約
束した罪によって老中阿部正外、同松前崇広の免職と処罰を
要求し、10月１日付で免職、謹慎とし、将軍徳川家茂は名古屋
前藩主の徳川慶恕を上京させて条約勅許と兵庫の開港を奏請
し、将軍職の辞表を関白に提出しましたが、孝明天皇は条約
は勅許するが兵庫先期開港は不許可との勅書を朝彦親王、関
白二条斉敬に渡しています。

一般社団法人　神戸港振興協会

参　事　森田　潔

第２回
江戸幕府の
鎖国政策から開港へ

「神戸開港150年旗」（神戸ポートタワー）

（つづく）

幕末頃の兵庫湾と神戸湾
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神戸開港150年を記念し、記念ピンバッジを平成28年6月3日より販売中です。
 販売価格　１５０円（税込）
 販売場所　個数限定販売のため、売り切れの場合はご容赦下さい
❶神戸ポートタワー1階窓口（神戸市中央区波止場町5-5）　■営業時間 9：00～21：00（最終入場 20：30）※季節により変動あり
❷神戸海洋博物館インフォメーション（神戸市中央区波止場町2-2）　■営業時間 10：00～17：00（最終入場 16：30）  
❸神戸市総合インフォメーションセンター（JR三ノ宮駅・東口南側）　■営業時間  9：00～19：00

神戸開港150年記念ピンバッジ　好評販売中！

（サイズ：縦1.4cm×横2.0cm）
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