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　新年明けましておめでとうございます。

　平成30年の新春を迎えるにあたり謹んでご挨拶を申し上げます。

　昨年は、神戸開港150年の節目の年を迎え、港のにぎわい創出のため、市民や事業者の皆様と様々な

イベントを実施いたしました。神戸市内外より多くの方にお越しいただき、神戸港の魅力を広く発信する

ことができました。皆様方のご支援・ご協力に改めて感謝申し上げます。

　今後の神戸港の取り組みとして、概ね30年後を見据えた「神戸港将来構想」を昨年、策定いたしまし

た。この構想では、持続的に成長し、世界の中で輝き続けるために、新たな価値創造を目指し、挑戦・

進化を続けるみなとを神戸港が目指すべき姿としており、今後はこの将来像の実現に向け尽力してまい

ります。

　また、神戸港の国際コンテナ戦略港湾施策については、国や阪神国際港湾株式会社、また神戸港の民

間企業の方 と々ともに、「集貨」「創貨」「競争力強化」の３本柱を軸に、神戸港の港勢拡大に向け、全

力で取り組みを進めているところです。昨年の神戸港のコンテナ取扱個数は、これまでの取り組みの効

果もあり、歴代最高の水準となる290万TEUを達成する見込みです。

　海運業界においては、今年4月から邦船3社による新会社「ONE（Ocean Network Express）」がコ

ンテナ船サービスを開始するなど、昨年に続き大きな変化が見込まれますが、官民一体となり神戸港の

更なる港勢拡大を図りたいと考えておりますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　一方、クルーズ客船については、昨年の入港隻数が阪神・淡路大震災以降過去最高となりましたが、

今年も日本発着クルーズで外国客船が多数入港するほか、大型客船や欧米のラグジュアリー船の入港な

どが予定されています。さらに日本籍客船による神戸発着の世界一周クルーズが実施されるなど、引き続

き神戸港をベースに多彩なクルーズが予定されており、昨年を上回る客船の入港を見込んでおります。

　今後も、大型客船の入港数増加に合わせて、ターミナルのデッキ美装化やバス駐車場の改良等により

ターミナル機能を一層強化するなど、日本を代表するクルーズポートとして、さらなるクルーズ客船の誘致

を進めてまいります。

　最後になりましたが、皆様のご健勝とご多幸、そして本年が素晴らしい１年となりますことを心から祈

念いたしまして、私の年頭のご挨拶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540社を超えております。

　昨年は神戸港が開港150年を迎え、記念すべき年を市民の皆さんとともに祝い、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、各種記念行事が開催されました。記念行事実行委

員会事務局は主に神戸市みなと総局が担当しましたが、当協会も事務局の一員として参画し、関係各位

の皆様方のご協力とご支援を賜り無事完了できましたことを、深く感謝申し上げます。本年は開港151年

目を迎えますが、今後とも神戸港の発展と振興に鋭意取り組んでまいりたいと存じます。

　なお、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「ウォーターフロント地区の魅力向上」に取り組まれております。また、神戸港の玄関

口であるメリケンパーク地区においては、昨年４月大幅なリニューアルオープンが行われ、より多くの市

民に親しまれ、賑わう公園として生まれ変わりました。

　ウォーターフロント地区の魅力向上は、観光資源・憩いの場としての役割がますます高まっています

が、今後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。

　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、協会所有施設や神戸市指定管理施設等の管理運営

など多角的に事業を展開してまいります。

　また、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120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   岡口 憲義
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10大
神戸開港150年	港のにぎわいイベントの開催・港勢拡大に向けた取組み
1月1日に神戸港は開港150年を迎えました。この記念すべき年に、神戸港を身近に感じ、更に愛着を深めてもらうため、
1年を通して様々な取り組みを行いました。 1月1日 開港150年を祝う花火の打ち上げ、 2月 「神戸国際港湾会議」
を開催、 5月 リニューアルしたメリケンパークで「神戸開港150年音楽祭」、 7月～8月 日本最大の海の祭典「海フェ
スタ神戸」として「神戸帆船フェスティバル」や「みなとこうべ海上花火大会」など多彩な事業を行い、100万人を超える
方々が神戸港を訪れ、 10月 神戸の食文化を楽しむ「こうべ食の博覧会」、 11月～12月 アート空間の中で創造的な
体験を楽しむ「チームラボアイランド︲学ぶ！未来の遊園地︲ in神戸港」等を開催しました。

神戸開港150年記念式典を開催
秋篠宮文仁親王殿下ご臨席のもと、国内外から神戸港の発展にご尽力いただいている方々約1,000名の出席をいた
だき、「神戸開港150年記念式典」を開催。式典では、神戸港の発展に貢献された方々に対して、開港100年から150
年の間に功績を残された先人の方に顕彰を、開港130年から150年の間に尽力いただいた方々に表彰を行いました。

須磨海岸のＪＲ須磨駅前の遠浅化完了
須磨海岸では、震災後休止していた海岸環境整備事業を平成27年から再開し、平成29年5月に完了。JR須磨駅前海
岸の遠浅化と砂浜の拡張、海沿いの遊歩道の整備などを行い、シャワーと足洗い場を備えた浜辺のトイレも新設しました。

平成29年上半期コンテナ総取扱個数、過去最高
神戸港の平成29年上半期のコンテナ取扱個数は外内貿全体で145万TEU（前年同期比105.9％）となり、平成6年
の137万TEUを上回り、上半期では過去最高となりました。また、外貿コンテナ取扱個数は111万TEUで阪神・淡路大
震災以降最高となり、内貿コンテナ取扱個数は34万TEUで過去最高となりました。

神戸港将来構想を策定
概ね30年先を見据えた、神戸港が目指すべき将来像を示す「神戸港将来構想」を策定。構想では、今後も、神戸港が持
続的に成長し、世界の中で輝き続けるために、目指すべき将来像を「挑戦・進化を続けるみなと神戸～新たな価値創造を
目指して～」としており、今後は、この将来像の実現に向け、神戸港関係者が一丸となって、取り組みを進めていきます。

神戸空港特定運営事業（コンセッション）公共施設等運営権実施契約の締結
神戸市は関西エアポート神戸（株）と、神戸空港のコンセッション（運営権の設定）について9月26日に実施契約を締結
しました。これによって、2018年4月1日から関西国際空港と大阪国際空港との一体運営が実質的に実現されます。

都市の成長を牽引するウォーターフロントの再開発
6月30日に港湾労働者や市民の交流の場となる神戸港福利厚生施設「神戸ポートオアシス」が新港第3突堤基部に
開館しました。また、新港第１突堤基部では、文化・集客・業務・商業・住機能等の複合再開発を提案・実施する事業者
の公募を行い、学識経験者等で構成する選考委員会での審査を基に、10月26日に市が優先交渉権者を決定しました。

神戸空港	搭乗者3,000万人達成
神戸空港は18年（2006年）の開港から、発着便の搭乗者数累計が3,000万人を達成しました。神戸空港で開催した
記念セレモニーでは、神戸空港関係者や航空会社のスタッフが参加し、関西国際空港や大阪国際空港などのゆるキャ
ラたちもお祝いに駆けつけました。

メリケンパークのリニューアルオープン
昭和62年の神戸開港120年に合わせて完成したみなと神戸を代表するウォーターフロントの公園であるメリケンパーク
を神戸開港150年を契機にリニューアルし、芝生広場と様々なイベントで活用できるオープンスペースの拡張や、桜並
木の整備、広い屋外ステージの設置に加え、新たな飲食店の出店やフォトスポットとして「BE KOBE」モニュメントの設
置、夜間景観等の整備を行いました。

「クイーン・エリザベス」が神戸港発着クルーズを実施
外国客船「クイーン・エリザベス」（90,901総トン）が、日本初となる発着クルーズを神戸で行いました。出港時には出発
を彩る花火を打ち上げたほか、入港時には消防艇による歓迎放水やバルーンリリースなどを行い、市民の方 と々ともに
記念すべき発着クルーズを祝福しました。

※1TEUは20フィートコンテナ換算個数

3月13日
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1月1日～

4月5日

5月19日

5月23日

1月～6月

6月、10月

7月

9月26日

10月28日



☀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24日(日)
～1月28日(日)

2018年 世界の船会社等
カレンダー展

船会社をはじめ、海・船・港に関連する企業
や機関の2018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24日(日)
～1月28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（日）
神戸ポートタワー

「年末年始特別点灯」
12/31夜から1/1朝まで照明を継続して点灯
します。※営業時間は午後5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・月）
神戸ポートタワー

「初日の出展望」

地上90mの展望階から初日の出が望めます。
また、有料入場者先着100名様にタワーグッズ
等の記念品をプレゼント。※営業時間は午前6
時30分開場、午後5時までの営業です。

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月1日（祝・月）
 ～3日（水）

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
します。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5日(金) 
10：00～11：30 兵庫県警年頭視閲式

パトカーや白バイ、特殊車両の行進、音楽隊の
演技や白バイのテクニカル走行、パトカーや白
バイの記念撮影コーナーなど見ごたえ十分な
イベントです。

メリケンパーク
兵庫県警察本部
県民広報課
☎ 078-341-7441

1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

1月7日(日) 
10：00～11：30 神戸市消防出初式

式典、神戸市消防音楽隊の演奏、未来っ子消
防隊防火パレード、市民による放水訓練、消防
団ポンプ操作披露、総合訓練など。

メリケンパーク
神戸市消防局総務課
☎ 078-322-5738

1月13日(土)
9：30～15：00 神戸・みなと体験

小学4年生～中学2年生を対象に、普段見る
ことができない視点から「船」「神戸港」「神
戸空港」をご覧いただきます。（申込締切済）

中突堤中央ターミナル
（かもめりあ周辺）

神戸市みなと総局振興課
☎ 078-322-5670

2月1日(木) 
～3日(土)

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2日（金）
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

2018  冬のミナト神戸

イベント案内 冬の神戸港は、クリスマスから新年にぴったり
のさまざまなイベントが予定されています。神戸
ポートタワーのイルミネーションをはじめ、この
時期ならではの景観も楽しみな神戸港にぜひお
でかけください。
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ルミナス神戸2
市民クルーズ&海洋教室

2月23日（金）17：30～
※事前申し込み必要（参加者募集等は、神戸
市広報紙KOBE2月号等でご案内します）

2月4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6日(火)
～18日(日)

カワサキ
モーターサイクルフェア

川崎重工の技術を総結集して生まれるカワサ
キのバイクを紹介。子どもから大人までお楽し
みいただけます。

神戸海洋博物館
ホール他

神戸海洋博物館
☎ 078-327-8983

2月11日（祝・日）
～14日（水）

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、さ
らに、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（水）
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16日(金) 
～18日(日) 神戸南京町春節祭

2月16日：中国史人游行（京劇の衣装とメイ
クでパレード）、2月16日～18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。※2月11日はプレイベント開催。

南京町商店街
南京町商店街振興組合
☎ 078-332-2896

2月16日(金) 
～18日(日)

神戸ポートタワー「南京町春
節祭」フラッグ掲揚

南京町春節祭に合わせて、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カ所に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20日（火）
 ～3月4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

生徒が制作した課題作品の展覧会。
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

2月23日(金)
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

3月1日（木）
 ～3日（土）

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。
※雛人形の展示は2月26日(月)～3月3日
(土)

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月4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25日(日) 客船フェスタ2018
外国客船「ノーティカ」の寄港に合わせ、多く
の市民の方々にクルーズの魅力を感じていた
だくイベントを開催。

神戸ポート
ターミナル

神戸港振興協会
☎ 078-327-8982
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「O
オーシャン・ドリーム

CEAN DREAM」（35,265総トン）
1月9日から計2回入港

「N
ノルウェージャン・ジュエル

ORWEGIAN JEWEL」（93,502総トン）
3月29日に初入港

「W
ワールド・オデッセイ

ORLD ODYSSEY」（22,496総トン）
1月24日に入港

「N
ノーティカ

AUTICA」（30,277総トン）
3月10日から計2回入港

「にっぽん丸」（22,472総トン）
1月10日から計5回入港

「ぱしふぃっく びいなす」（26,594総トン）
1月4日から計5回入港

「飛鳥Ⅱ」（50,142総トン）
1月29日から計4回入港

「S
スーパースター・ヴァーゴ

UPERSTAR VIRGO」（75,338総トン）
1月28日に入港

「C
カレドニアン・スカイ

ALEDONIAN SKY」（4,200総トン）
3月29日に入港

冬 1月～3月2018年

この冬も神戸港には国内外のクルーズ客船が多
数入港します。なかでも3月29日に「NORWE
GIAN JEWEL」（93,502総トン）が初入港を
予定しており、注目を集めています。
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☀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 4Q1 1月4日(木) 10：00 1月4日(木) 12：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 1月9日(火) 14：00 1月9日(火) 18：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月10日(水) 14：00 1月10日(水) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 1月11日(木) 13：00 1月11日(木) 16：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月13日(土) 10：00 1月13日(土) 16：00

WORLD ODYSSEY バハマ 22,496 NAKA-BC 1月24日(水) 8：00 1月28日(日) 20：00

SUPERSTAR VIRGO バハマ 75,338 4Q1/Q2 1月28日(日) 10：00 1月28日(日) 21：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 1月29日(月) 14：00 1月29日(月) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 2月27日(火) 9：00 2月27日(火) 12：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 3月5日(月) 14：00 3月7日(水) 12：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月8日(木) 14：00 3月9日(金) 11：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 3月11日(日) 9：00 3月11日(日) 11：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月11日(日) 9：30 3月11日(日) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 3月15日(木) 16：00 3月15日(木) 22：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月16日(金) 9：00 3月16日(金) 17：00

NAUTICA マーシャル諸島 30,277 4Q1 3月20日(火) 9：00 3月21日(水) 20：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月20日(火) 10：00 3月21日(水) 11：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月23日(金) 18：00 3月23日(金) 20：00

NAUTICA マーシャル諸島 30,277 4Q1 3月25日(日) 15：00 3月26日(月) 17：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月26日(月) 14：00 3月26日(月) 17：00

CALEDONIAN SKY バハマ 4,200 NAKA-BC 3月29日(木) 6：00 3月29日(木) 23：00

NORWEGIAN JEWEL バハマ 93,502 4Q1/Q2 3月29日(木) 8：00 3月30日(金) 16：00

注１）　4Q1、4Q2：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（１月〜３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 1月23日(火)　10：00 1月27日(土)　14：15 新港第1突堤EF

青　雲　丸 海技教育機構 5,890 2月5日(月)　10：00 2月9日(金)　14：00 新港第1突堤EF

銀　河　丸 海技教育機構 6,185 2月8日(木)　10：00 2月13日(火)　10：00 新港第1突堤C

銀　河　丸 海技教育機構 6,185 2月26日(月)　10：00 3月3日(土)　14：15 新港第1突堤D

海　王　丸 海技教育機構 2,556 2月27日(火)　10：00 3月3日(土)　14：00 新港第1突堤C

大　成　丸 海技教育機構 3,990 3月8日(木)　10：00 3月14日(水)　未定 新港第1突堤EF

青　雲　丸 海技教育機構 5,890 3月8日(木)　15：30 3月10日(土)　未定 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。

「大成丸」 「青雲丸」 「銀河丸」 「海王丸」
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「SUPERSTAR VIRGO」初入港
　10月3日、スタークルーズが運航する「SUPER 
STAR VIRGO」（75,338総トン）が神戸港に初入
港しました。スタークルーズの客船が入港するのは、
2000年に、神戸・釜山の定期クルーズを行った「SU
PERSTAR TAURUS」以来となります。
　入港時に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、バルーンリリースで中国
人を中心とした乗船客約2,500名を出迎えました。

「CELEBRITY MILLENNIUM」入港
　10月8日、セレブリティ・クルーズが運航する「CELEB
RITY MILLENNIUM」（90,963総トン）が入港しました。
入港時には神戸市消防艇による歓迎放水、須磨翔風高校
和太鼓部による歓迎演奏、バルーンリリースで欧米系外国
人を中心とした乗船客約2,000名を出迎えました。
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「COSTA NEOROMANTICA」初入港
　10月31日、コスタクルーズが運航する客船「COS
TA NEOROMANTICA」（56,769総トン）が神戸港
に初入港し、約800名の乗船客が神戸港を訪れました。
また、11月26日にも神戸港に入港。入港時には神戸市
消防艇による歓迎放水、バルーンリリースで約1,000
名の乗船客をお出迎えしました。

「WORLD ODYSSEY」入港
　12月2日に、アメリカ・ヴァージニア大学が実施して
いる洋上大学船「WORLD ODYSSEY」が入港しま
した。ブレーマーハーフェン（ドイツ）からサンディエ
ゴ（アメリカ）までの約3か月にわたるクルーズの途中
で、神戸港に5日間停泊しました。入港時には神戸市消
防艇による歓迎放水、神戸市消防音楽隊による歓迎演
奏、バルーンリリースで出迎えました。また、12月5日
には乗船学生・乗組員を対象としたランニングイベント
を開催。約50名が参加し、メリケンパーク、ハーバーラ
ンドなど神戸らしい景観が楽しめる約2.5キロのコース
を走りました。ランニング後には、甘酒などが振る舞わ
れ、また、「BE KOBE」前のモニュメントでランニング
参加者の記念撮影も行いました。

入港月日 船　　　名 船　籍 総トン数 船　種 航　路 運航者（船社） 代理店

11月27日(月) SUN EXPRESS アンティグア・
バーブーダ 6,277 コンテナ

専用船 中国航路
HEDE (HONG KONG) 

INTERNATIONAL 
SHIPPING LIMITED.

日本通運㈱
神戸国際輸送支店

12月21日(木) しげのぶ 日　本
（愛媛 今治） 2,479 コンテナ

専用船 神戸/中京/京浜 井本商運㈱ ―

日本―中国華北
の新規航路開設

「SUN	EXPRESS」
（735TEU）
の初入港を歓迎

PC-14バースにて

井本商運の新造内航コンテナ船

「しげのぶ」（416TEU）の初入港を歓迎
新港第1突堤E/Fバースにて
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▪「2018年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」同時開催
　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を開催してます。神
戸港を利用している船会社をはじめ、海・船・港に関連す
る企業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作品も展示しています。

▪海上保安庁展2017「海図のことが知りたい！」を開催しました
　当館では過去8回にわたり海上保安庁の仕事を紹介す
る海上保安庁展を開催してきました。映画「海猿」で脚光を
浴びた警備救難部の仕事がクローズアップされがちですが、
海上交通の安全や海洋資源に深く関係する測量などの仕
事も海上保安庁の重要な業務です。今年は10月17日から11
月26日までの間、海洋情報部の業務の一つである海図制
作に関わる仕事を、海図の歴史をまじえながら紹介しました。

世界の船会社等カレンダー展▶

▲会期中イベント「海洋情報部DAY 海図にふれてみよう！」では、海図を使ったクイズラリーや海図教室を開催
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⃝お問合わせ⃝　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

会　期 ● 平成29年12月24日(日)～
平成30年1月28日(日) 正午まで

時　間 ● 10：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日 ● 月曜日（祝日の場合は営業し、翌日休館）、

年末年始（12月29日～1月3日）

展示内容 ● 展示パネル「海図の過去・現在・未来」
● 海上保安庁写真パネル展「海の安全を

担う海上保安庁の船艇」
● 動画展示「西之島」上陸調査リポート



神戸空港は開港から搭乗者数3000万人を達成しました！

更に利便性の高い空港に

　神戸空港の搭乗者数が、平成18年2月16日の開港以
来3000万人を達成しました！
　これを記念しまして、平成29年10月28日に神戸空港
２階出発ロビーにて記念セレモニーを開催しました。
3000万人達成のお客様は長崎線にご搭乗の藤田さん
親子でした。
　藤田さんのコメント「度々帰省の際に利用させてい
ただいておりますが、今回このような機会に利用させ
ていただき、嬉しく思います」
　旅行やビジネス利用の他に、定期的に帰省される際
にも、街から近い神戸空港は移動が便利です！帰省の
際は、神戸空港から快適な空の旅をご利用ください。
　また神戸空港では、平成30年2月に「神戸空港12
周年イベント」を開催予定です。詳細は後日神戸空港
ホームページにて発表いたします。現在お楽しみ企画
を検討中です！
　ぜひ遊びにきてくださいね！

　神戸空港は、国や航空会社等のご尽力により、空港運営は順調に推移しています。航空会社に更に利用しやすい運賃・ダイヤの
設定、機材の大型化を働きかけるとともに、兵庫県、商工会議所、航空会社、旅行会社と一緒になって、引き続き、利用促進を図っ
てまいります。
　また、平成30年４月１日から、関西国際空港（関空）及び大阪国際空港（伊丹）を運営する関西エアポート㈱の100％子会社であ
る関西エアポート神戸㈱が神戸空港の運営を開始します。これにより、３空港の一体運営が実現します。
　同社は、関空・伊丹の知見・ノウハウを通じた路線の充実や機材の大型化、ターミナルビルの魅力向上など、空港の活性化を図る
ことで、関西全体の航空輸送需要の拡大、神戸経済の活性化、更には関西経済の発展に貢献されるものと考えています。
　神戸空港がより一層便利で魅力のある空港となるよう、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。

※平成30年2月16日から3月4日まで長崎冬の一大イベント「長崎ランタンフェスティバル」が行われます。
　お見逃し無く！
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セレモニーの様子

便　名 神戸 → 長崎 便　名 長崎 → 神戸
143 8：30 →   9：50 140 7：40 →   8：45
145 15：05 → 16：25 146 14：50 → 15：55
147 19：40 → 20：55 148 17：20 → 18：25

◉平成29年10月29日～平成30年３月24日 《長崎線ダイヤ》



幼少時から学生時代の思い出

　東京の下町、深川出身で、1959（昭和34）年生まれです。幼い頃

は気が弱くて泣き虫でしたね（笑）。周りに公園がなく、遊び場は

もっぱら駐車場で、大きなトラックが何台も停まるようなところで野

球をしていたものです。おおらかな時代でしたね。都会ながら月に

一度は祭りの縁日も開かれ、隣近所との付き合いも良い下町でした。

　大学は都内でしたが、早く自立したかったし、寮生活にあこがれ

もあって入学と同時に寮へ。でも、周りはお酒と麻雀ばかりやって

いるので、これじゃあいかんと思い（笑）、2年生からは4畳半一間の

下宿生活を送りました。公害問題や労働問題に関心を持ち、講義

よりもボランティア活動に熱中、労働者の支援活動も行っていまし

た。こういうこともあり労働省を選びました。

経済財政諮問会議の事務局を担当して

　昭和60年４月労働省入省、厚生労働省大臣官房総務課企画官、

北海道経済部労働局長、三重労働局長、独立行政法人労働政策

研究・研修機構理事など主に労働行政を担当してきました。

　印象深い仕事は数多くありますが、特に2005（平成17）年、内閣

府に出向、政策統括官付参事官付企画官として、経済財政諮問会

議事務局を担当したことが強く印象に残っています。

　当時の小泉総理大臣のもと、ウシオ電機の牛尾会長、トヨタ自動

車の奥田会長らが民間議員でした。さまざまな議題の中で、外国

人労働者の受け入れ問題を担当しました。それまで受け入れは慎

重に行う方針でしたが、見直すべきではないかという課題があがっ

ていました。私自身は、社会保障問題や労働者の子どもたちの問

題などもあり、受け入れには従来どおり慎重な姿勢が必要だと考え

ていましたし、厚生労働省も慎重な姿勢でした。一方、経済界の一

部は見直すべきとの意見でした。当初私は外国人受け入れ問題を

担当する事務局チームには入っていなかったのですが、そのチーム

の責任者から、その担当チームへの参加を打診されました。その

担当チームに私が参加することは厚生労働省と経済界との板挟み

になる危惧がありました。諮問会議では民間議員の方々の力がとて

も強く、見直しを押し止める見通しはほとんどないと言える状況で

したので、自分の立場を考えれば“君子危うきに近寄らず”だった

のです。でも社会的に大きな問題として考えられるため、見過ごす

わけにはいかない。いわば火中の栗を拾うようなかたちになります

が、意を決しその担当チームに飛び込みました。関係者の方々へ

誠心誠意説明を行い、自分なりに努力を重ねて何とか納得がいく

結果が出せました。

 「働く人々のため」というのが労働行政の基本もあり、常にそれが

第一と考えています。自分のリスクが高くなることがあっても保身を

図らず、あきらめず、粘り強く、やるべきことをしっかりやっていこう

というのが私のスタンスです。

地域の皆さんが元気に、安全に働ける
環境づくりを

　労働面での今一番の課題は人手不足問題です。その解決を図る

ことと、長時間労働の是正などを進めたいと考えています。限られ

た任期の中でもできる限りのことを行い、県下で働く方々が元気に、

安全に働ける環境づくりに注力していきます。

　兵庫労働局はハローワーク14カ所、労働基準監督署が11カ所と

いう大きな組織です。ここで働く職員一人ひとりが、働く県民の皆

さんにとって大事な仕事を担っています。職員たちが健康でいきい

きと前向きに働けてこそ、県民の皆さんをしっかりと支えていける

のです。そういう職場にしたいと思っています。

神戸の印象

　神戸には初めて赴任しましたが、とても洗練された街ですね。人

もジェントルマンというか、いい意味で穏やかな方が多い印象です。

散歩しながら、そんな街の魅力を感じています。

　電車に乗って車窓をぼんやり眺めているのが好きなので、これか

ら少しずつ県の西や北にも足を延ばしてみようと思っています。

地域の働く人々の安全、安心、安定を支え
る兵庫労働局。昨年10月に労働局長に
就任された畑中啓良さんにお話をうかが
いました。

兵庫労働局長

畑
 は た  な か  

中 啓
 ひ ろ  よ し  

良さん
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一般社団法人　神戸港振興協会

参　事　森田　潔
第７回
「神戸市の誕生と当時の神戸港」

■神戸市の誕生と上水道の整備
　1868年12月14日（明治元年11月1日）に従来の「神戸村」と「二
ツ茶屋村」「走水村」の三村が合併して人口3,619人の「神戸
町」となり、明治12年1月8日に再び「神戸町」が「兵庫」、「坂本
村」と合併して「神戸区」となっていましたが、明治22年4月1日に

「神戸区」に「莵原郡葺合村」と「八部郡荒田村」を加えて人口
13万4,704人の「神戸市」が誕生しました。初代市長となったのは、
神戸区長であった鳴

ナルタキユキキヨ

瀧幸恭で5月21日に市長に就任しています。
　この頃の神戸市では、人口の急増と開港した神戸港の貿易
の拡大によって国際化が進んでいたために、海外から持ち込まれ
るコレラなど各種伝染病の脅威に晒されていました。明治10年8
月に上海から長崎にコレラが上陸して9月には神戸にも蔓延して
355人が亡くなりました。そして、明治12年3月には松山にコレラが
発生して、前回同様に瞬く間に全国に蔓延して延べ10万5,784人
が亡くなりました。
　さらに、明治23年6月に再び長崎にコレラが発生して全国に広
がって延べ3万5,227人が死亡し神戸でも1,000人余りの市民が
亡くなりました。当時、神戸市の飲料水の殆どが井戸水を利用し
ていたために、このような大惨事を引き起こしてしまいました。そこ
で鳴瀧市長が明治24年9月に水道事業調査委員会を発足して、
内務省が雇用していたイギリス人技師のバルトンに設計を依頼し
て、明治30年5月に総工費340万5,000円の上水道整備の大事
業に着手しました。明治31年4月には一部で給水を開始しました
が、この計画の給水人口を25万人で想定して工事を行ったため、
明治33年の人口が24万5,675人、明治34年には25万9,040人とな
り、毎年の人口急増で全体工事竣工予定の明治38年10月まで
に給水能力を上回ってしまいました。その結果、改めて昭和12年
から16年をかけて阪神上水道市町村組合が淀川を水源にした
取水工事に着手して、昭和17年8月から100万人を超えた神戸市
民への給水を開始しています。このような事から鳴瀧神戸市長は
上水道の普及に心血を注いだため「水道市長」とも呼ばれました。
　平成29年11月1日現在
の神戸市の人口は、153
万2,809人です。これだけ
多くの市民の生活用水を
賄うことは、大きな河川や
湖がない神戸では不可能
であり、琵琶湖水系の淀
川上流からの送水が必
要不可欠となっています。
　神戸港の開港以来、「赤道を越えても腐らない水」という事で神
戸港に寄港する諸外国の貿易船に好まれた「KOBE WATAR」
でしたが、かつての純粋な神戸ウォーターではなくなっています。し

かしながら、神戸港では日本の最新の技術によって浄化された非
常に綺麗でどの国よりも安全な水が岸壁に設置された船舶給水
栓から本船に供給できるようになっていますので、多くのクルーズ
客船やコンテナ船が神戸へ寄港した時に清水タンクを満タンにし
ています。

■神戸市誕生の頃の神戸 <1889年（明治22年）>

５月７日：初めての神戸市会を開催
６月29日：川崎造船所で大阪商船の貨客船「加茂川丸」が進水
７月１日：東海道線の新橋～神戸間の鉄道が開通、1日1往復で

片道約20時間、連賃は下等大人1人が3円76銭
７月14日：山陽鉄道の姫路～有年（うね） 間が開通
７月某日：「兵庫船橋会社」設立、島上町海岸に長さ74.5mの

有料船橋を架設して小型蒸気船が発着、大正2年に
大阪商船の所有になる

９月１日：山陽鉄道の神戸～兵庫間が開通し官鉄と接続
この年、神戸で自転車（鉄輪）が流行し、貸し自転車

（1時間=5銭）が増えた

■帝国海軍の第1回大観艦式（海軍艦兵式）
　明治23年4月18日、神戸港沖で帝国海軍初めての第1回大観
艦式が挙行されました。明治天皇の御召艦となったのは、防護
巡洋艦「高千穂」（3,759排水トン）で、イギリスのニューカッスルの
アームストロング社ロー・ウォーカー造船所に「浪速」とともに2番艦
として日本海軍が発注したもので、「高千穂」は明治17年3月22日
起工、明治18年5月16日進水、明治19年4月末に竣工引渡しを受
け7月3日午前11時に横浜港へ回航されました。明治23年4月18日
に行われた神戸港沖での第1回大観艦式には艦船19隻（合計
32,328排水トン）が参加しています。
　明治33年4月30日には第2
回大観艦式が行われ、明治
36年4月10日にも神戸港沖で
第3回大観艦式が行われて
神戸市ではこれを記念して山
の斜面に錨形の松を記念植
樹しています。この山が、神戸
市中央区にある「碇山」の起源となっています。
　このように昔から神戸港には艦船が出入港していたため、外国
籍船に対しては強制水先対象船舶基準が300総トン以上となっ
ていましたが、隣の大阪港では1万総トン以上だったので、長らく
1万総トン未満の近海航路の貨物船は大阪港を使っていました
が、阪神淡路大震災後の平成10年7月1日から神戸港も緩和され
て大阪港と水先基準が同じになりました。また、この日から神戸港
への初入港船に対して入港料と岸壁使用料の免除を始め、イン
ターネット上に神戸港のホームページを開設しています。（つづく）
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南極観測船「しらせ」
一般公開を実施

　神戸開港150年記念事業の一環とし
て、9月22日（金）南極観測船「しらせ」が
新港第４突堤に入港し、歓迎セレモニー
を行いました。南極観測船の神戸港寄
港は2000年9月、2011年9月に続き、6年
ぶり3回目です。
 「しらせ」は全長138メートル、基準排
水量12,650トン、日本の4代目観測船とし
て南極の昭和基地に南極地域観測隊の
隊員や物資を輸送するとともに、海洋観
測を行っています。
　分厚い氷を自重で砕きながら進めるよ
う、丸みを帯びた艦首を持ち、氷山など
危険な航路をいち早く発見するための高
所見張り所(海面から高さ約38メートル)
などが特徴です。
　9月23日（土）・24日（日）に実施した船内
一般公開には事前に申し込んだ約9,000
人が参加。参加者は、観測隊員が一同に
集える観測隊公室や、ヘリコプター2機が
発着出来る飛行甲板、艦橋（ブリッジ）な
ど艦内施設を見学し、艦長席に座って記
念撮影を行うなど貴重な機会を楽しんで
いました。
　また、南極観測の写真パネルや、南極

海に生息する生物標本の展示、南極で
採取した氷に触れられる体験コーナー
など、遠く離れた南極を近くに感じられ
る展示もありました。

神戸港タイムカプセル
再び海へ

　10月7日（土）、メリケンパークの沖合い
に神戸開港150年を記念してタイムカプ
セルが埋蔵されました。
　このタイムカプセルは、1987年に神戸
開港120年を記念して制作され、当時
の小中学生らが記した手紙や絵画を収
めて、海底に沈められていたもの。30年
経った2017年5月3日（水・祝）に引き揚
げ、開封されました。
　高さ1.3メートル、長さ1.8メートルの繊
維強化プラスチック製で、外観は潜水艦
を模した形をしています。ボディーに記
載された開封年に、新たに「2047」を書
き加えるなどの修理を施し、応募のあっ
た小学生232人、中学生29人の絵や作
文、書道が再び収められました。
　当日は、あいにくの雨模様でしたが、大
勢の見学者が見守る中、海底に沈められ
ました。

　今回埋蔵されたタイムカプセルは、30
年後の神戸開港180年の際に開封予定
です。

第33回 神戸港フォーク
リフト荷役技能向上大会

　10月18日（水）メリケンパークで「第33
回神戸港フォークリフト荷役技能向上大
会」を開催し、神戸港の港湾企業28社
37人と港湾職業能力開発短期大学校神
戸校の学生2人が参加し、現場で培った
技能を披露しました。
 「安全・確実・迅速」という、フォーク
リフトの基本操作を競いあうことで、荷
役技能のより一層のレベルアップをめざ
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

開港150年記念楯を贈呈

南極観測船「しらせ」

大勢の人に見守られ再び海底へ

ポートタワーを背景に競技が行われる
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くPRするために開催しています。
　競技は2.5トンのフォークリフト・オー
トマチック車による方向変換・屈折コー
スと、棒たてジグザグコースの2種目で基
本操作を競いました。
　2017年は、神戸開港150年記念事業の
1つとしてメリケンパークで開催し、外国
人観光客や、校外学習で訪れていた小・
中学生らがフォークリフト競技を珍しそ
うに見学していました。

〈最優秀技能賞（5名）〉

「神戸港荷役の中心地」
記念碑設置および除幕式

　10月22日（日）神戸市中央区波止場町
6番の神戸港湾労働者福祉センター南東

に「神戸港荷役の中心地」記念碑が設
置されました。
　コンテナ荷役が開始されるまで神戸港
の荷役の中心地として多くの港湾労働者
でにぎわった波止場町通は「弁天浜」と
呼ばれ、1,000人を超える労働者が早朝
から屋台などで腹ごしらえをした後、通
船や艀で沖に停泊する貨物船での作業
に向かっていました。
　名もなき先人たちの功績を忘れないた
めに、記念プレートのほか、1950～1980
年代の様子を写真パネルで紹介してい
ます。

「開港150年こうべ食の博覧会
STYLE in KOBE」・「第15回
こうべ波止場まつり」開催

　10月29日（日）ポートタワー西側の中突
堤特設会場において「開港150年 こうべ
食の博覧会 STYLE in KOBE」と「第
15回こうべ波止場まつり」を同時開催し、
雨のなか約3,000人が来場しました。
 「こうべ食の博覧会」は、神戸開港後
に外国から多彩な食文化がもたらされ
て進化した「神戸の食」を楽しむイベン
トとして9月に予定していましたが、台風

18号接近のため中止になりました。しか
し、多くの開催を望む声が寄せられ「こ
うべ波止場まつり」と合わせて開催しま
した。
　市民から「一度は食べてみたい神戸の
お店」として推薦を受けた店舗をはじめ、
一流ホテルのメニューや地元のローカル
フードなどがグルメゾーンに出店し、各
店自慢の料理を目当てに賑わいました。
　また、ステージでは神戸を拠点に活躍
するバンド「ワタナベフラワー」のライブ
が行われ、荒天を吹き飛ばすパフォーマ
ンスに観客も盛り上がりました。

11/1 灯台記念日に合わせて
「神戸港灯台巡り」を実施

　11月1日（水）の灯台記念日に合わせ
て、「神戸港灯台巡り」を開催しました。
　灯台記念日は、日本で最初の洋式灯台
「観音埼灯台」（神奈川県横須賀市）の
起工日である1868（明治元）年11月1日
にちなんで1949（昭和24）年に海上保安
庁によって定められました。観音埼灯台
も、神戸開港と同じく2017年に150年の
節目を迎えました。
　当日は、事前に募集した一般の参加

関係者による完成除幕式 ワタナベフラワーのライブ

名　前 会社名 フォーク歴

山本 直樹 神港作業㈱ 2年

森川 　翔 神戸サンソー
港運㈱ 4年

岡山 克成
日本通運㈱
神戸国際輸送
支店

6年

唐田 裕章 神菱港運㈱ 0.5年

牛田 祥太 神戸サンソー
港運㈱ 3年

船から灯台を熱心に撮影
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者など142人が中突堤中央ターミナルよ
り遊覧船「ファンタジー」に乗船し、灯台
記念日だけの特別コースを神戸港振興
協会 森田潔参事の解説で巡りました。
　唯一、ホテルに建つ灯台として知られ
ている“神戸メリケンパークオリエンタル
ホテル灯台”や、「神戸港」と大きく三文
字が掲げられた“神戸第一防波堤東灯
台”など、参加者は普段目にすることの少
ない灯台の数 を々見学しました。

神戸税関がオープンカス
タムス２０１７を開催

　神戸税関150年及び税関記念日関連行
事として、「神戸税関庁舎特別公開オー
プンカスタムス2017」が11月25日（土）に
開催されました。同イベントは、神戸税関
本関庁舎を広く市民・国民の皆様に開放
し、税関をより身近に感じていただくとと
もに、税関業務に対してよりご理解をいた
だくために、1999（平成11）年から開催さ
れ、今回で19回目となり、当日は天候にも
恵まれ、約2,400人が来場されました。
　普段は一般公開していない元税関長
（貴賓）室や神戸港を一望できる屋上を
特別に公開。神戸港とともに150年を迎
えた税関庁舎内の見学、屋上から見え
る六甲山・摩耶山、神戸港などを背景に
記念写真を撮る家族も多く見受けられま
した。
　新館１階アトリウムでは、神戸北ジュニ
アバンド、神戸税関・大阪税関音楽隊や
兵庫県警察音楽隊によるホールコンサー
トが開催されました。神戸北ジュニアバ
ンドによる可愛いらしい演奏、みんなが

楽しく聞けるジャンルを奏でた税関音楽
隊、貫禄のある兵庫県警察音楽隊によ
るダンスパフォーマンスなど多彩なプロ
グラムを披露し、アトリウムは大いに盛り
上がりました。
　税関の仕事を体験してもらう税関業
務体験、税関教室コーナーや麻薬探
知犬によるデモンストレーションも披露
し、多くの観衆の前で少し緊張した麻
薬探知犬を見ることができ、子どもたち
も参加し大いに楽しんでいました。子ど
もたちに人気のある税関イメージキャラ
クター「カスタム君」との記念撮影には、
多くの方が順番待ちで撮影されていまし
た。また、スタンプラリー、輪投げ、カス
タム君お面作りコーナーでは、子どもさ
んとご家族が一緒になって楽しんでい
ただき、会場内では作成したカスタム君

お面をかぶった子どもたちがたくさん見
受けられました。
　なお、同時開催として、「第24回神戸
税関児童絵画書道展」では、神戸市内
の小学校から応募があった絵画・書道
作品2,872点の中から、入賞された788
点が展示され、絵画・書道の前で記念
撮影を行う小学生とご家族も多く見ら
れました。また、当日の表彰式では、絵
画・書道からそれぞれ「神戸税関150年
神戸税関長賞」１名及び優秀賞10名に
対し、神戸税関長から賞状を授与されま
した。

「チームラボ―学ぶ！未来の
遊園地 in 神戸港」開催

　11月17日（金）～12月17日（日）まで神戸
開港150年のファイナルイベントとして神
戸ポートターミナルホールで「チームラボ
―学ぶ！未来の遊園地 in 神戸港」を開
催しました。
　開催1週間目にあたる11月24日（金）に
は来場者数10,000人を突破し、週末や
祝日には入場規制のため、最大約3時間
待ちの長い列が出来ました。
　子どもたちが同じアート空間で、自由
に体を動かし、お互いに影響を与えなが
ら、独創的な感性を磨き、魅力ある神
戸っ子として成長し、新たな創造的な未
来の“みなとまち神戸”を開拓してもらう
ことを目的として開催しました。
　紙に描いた魚が壁面に映し出された
デジタルの巨大水族館を自由に泳ぎ回
る“おえかき水族館”や、家や山の積み
木を置くと画面に道路や川が現れ、船麻薬探知犬デモンストレーション

ホールコンサート（神戸・大阪税関音楽隊）
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や車などが走る“つながる！積み木のま
ち”、転がすと色や音が変化し光のボー
ルによるオーケストラを楽しめる展示
など、アートアトラクションは全部で6種
類。たくさんの色や音、光に触れながら
子どもたちは、みんなで一緒に作り上げ
る世界の面白さに歓声をあげながら楽
しんでいました。

練習帆船「海王丸」
神戸寄港

　海の貴婦人と称される大型練習帆船
「海王丸」が、12月1日（金）新港第1突堤
に入港しました。神戸寄港は昨年7月の
神戸帆船フェスティバル以来で、今回で
通算60回目を迎えました。
　入港歓迎セレモニーでは、神戸市港務
艇「竜王」による出迎えや神戸市消防艇

「たかとり」による歓迎放水、神戸市消防
音楽隊による歓迎演奏が行われました。
　神戸港振興協会 片山専務理事のあ
いさつの後、神戸港振興協会 森田参事
から熊田船長へ神戸寄港 祝60回記念
の記念品を贈呈しました。
　また、くもち幼稚園の園児たちからは熊
田船長、東福機関長、実習生代表に、レ
イと歓迎の歌「かいかいぞくぞく海賊のう
た」がプレゼントされました。
　12月5日（火）の出港時には「登檣礼」
が披露され、実習生らがマストやヤード
に登り脱帽の上「ごきげんよう」を三声
し、東京帰港に向けて出港しました。

「めざせ！世界一のクリスマ
スツリーPROJECT」開催

　メリケンパークでは、12月2日（土）～12
月26日（火）まで全長約30メートルと世界
最大級の生木のクリスマスツリーが飾ら
れ、神戸の港を輝かせました。
　このプロジェクトは、世界各地の希少
植物を扱うプラントハンターの西畠清順
さんが中心となって、神戸開港150年記
念事業の一環として行われました。
　富山県氷見市の山林でアスナロの木

（重さ約24トン、推定樹齢150年）を掘
り採り、11月9日（木）深夜に新幹線輸送
などに用いられる特殊車両と大型船を
使い、伏木富山港を出航。日本海から
瀬戸内海を経て11月13日（月）に神戸港
へ到着。11月17日（金）にクレーンを使っ
てメリケンパークへ植樹されました。
　未曾有の災害から復興した都市とし
て、復興と再生の象徴もテーマのひとつ
としたツリーにはイベント参加者がメッ
セージを書き込んだ反射材オーナメント
が飾られました。
　12月2日（土）午前10時より神戸市長
等が出席しオープニングセレモニーが開
催され、午後5時30分の点灯式に引き続
き、歌手の槇原敬之さんがツリーの下で
ライブを行い、期間中には和太鼓松村組
による演奏や、くまモンオンステージ、氷
見町PRイベントなど多彩な催しが日替わ
りで行われ、来場者を楽しませました。

お絵かき水族館

輝くクリスマスツリー

「海王丸」へ神戸寄港60回目の記念品贈呈

「登檣礼」で神戸港をあとに

17

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29年11月入会

株式会社  創 進
＜神戸市中央区日暮通4丁目＞
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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　　佐々木　英　昭
〒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

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２F）

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　　武　藤　光　一

〒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　　堀　田　安　紀

〒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

（順不同）
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一般社団法人 日本油料検定協会

会　長　　川　本　美津雄
〒658-0044　神戸市東灘区御影塚町１丁目２番15号

電　話　０７８（８４１）４９９０
ＦＡＸ　０７８（８４１）６１４４

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

南 京 町 商店 街 振 興 組合

〒650-0023　神戸市中央区栄町通１丁目３番18号
電　話　０７８（３３２）２８９６
ＦＡＸ　０７８（３３２）２８９７
HP http://www.nankinmachi.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５番２号
神戸ポートオアシス５Ｆ

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　中　川　德一郎
〒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

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（神戸朝日ビルディング）

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　　澤　松　忠　幸
〒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

日本代表　藤　江　成　宏

〒141-0032　東京都品川区大崎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/

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

一般財団法人 サニーピア医療保健協会

理事長　　佐　伯　邦　治
〒650-0042　神戸市中央区波止場町３番12号

電　話　０７８（３３１）６１４１
ＦＡＸ　０７８（３９２）８６２１

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

神戸地下街株式会社
代表取締役社長

佐　藤　一　郎
〒650-0021　神戸市中央区三宮町１丁目10番１号

電　話　０７８（３９１）４０２４代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）５１８５　　
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株式会社 神戸クルーザー

代表取締役社長　日　野　洋　一

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

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

株式会社 後藤回漕店

代表取締役　後　藤　博　史
〒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

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

石光商事株式会社

代表取締役　石　脇　智　広
〒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

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

関西支店長

神戸ベイクルーズ株式会社

代表取締役　小　嶋　光　信
〒650-0042　神戸市中央区波止場町７番１号

電　話　０７８（３６０）００３９
ＦＡＸ　０７８（３６０）００３８

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

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

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）１２２１　ＦＡＸ ０７８（８４５）２９７８

http://www.han9f.co.jp
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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

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

村上商事株式会社

代表取締役　 村　 上　　 功
〒652-0897　神戸市兵庫区駅南通２丁目１番34号

電　話　０７８（６８１）１１３３㈹
ＦＡＸ　０７８（６５１）１３１５　

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

金川造船株式会社

代表取締役社長　生　駒　剛　人
〒650-0872　神戸市兵庫区吉田町３丁目７番28号

電　話　０７８（６８１）４６１１
ＦＡＸ　０７８（６７１）０１１２

川崎重工業 株式会社

代表取締役社長　金　花　芳　則
〒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

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

代表取締役社長　冨　山　幸　三
〒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

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　原　洋 一 郎
〒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

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

一般港湾運送沿岸荷役事業
一 般 貨 物 運 送 事 業

代表取締役　寺　本　英　治
本   社  〒650-0011  神戸市中央区下山手通２丁目13番７号（東昌ビル6F）

電　話 ０７８（３３５）２３７７　ＦＡＸ ０７８（３３５）２３６５

中央港運株式会社
代表取締役会長　向　井　隆　一
代表取締役社長　隅　 田　　 等
代表取締役副社長　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

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
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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

衛 生 移 動 建 物

〒564-0063　吹田市江坂町５丁目６番10号
電　話　０６（６３６９）０１１１㈹
ＦＡＸ　０６（６８２１）０８８８　

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

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
ニチユ三菱フォークリフト株式会社特約店
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

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　　

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.

日本通運株式会社
神戸国際輸送支店

支 店 長　羽 毛 田 　  勉
〒651-0088  神戸市中央区小野柄通４丁目１番22号 アーバンエース三宮ビル７階

電　話　０７８（２３０）６１１１
ＦＡＸ　０７８（２３０）６１１９

寄神建設株式会社
取 締 役 会 長　寄 神  茂 之
代表取締役社長　寄 神  正 文

〒652-0831　神戸市兵庫区七宮町２丁目１番１号
電　話　０７８（６８１）３１２０
ＦＡＸ　０７８（６８１）１８８２

創業昭和12年

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/

有限会社　エースガード
あらゆる生活シーンで安心と安全を提供したい
それが私たちエースガードのテーマです。

〒657︲0027　神戸市灘区永手町２丁目２番17号 リダイ六甲1F
電　話　０７８（８２２）３３３９
ＦＡＸ　０７８（８２２）２２２４

株式会社 徳商事

代表取締役社長　相　原　大　介
〒140-0013　東京都品川区南大井３丁目33番10号 NORIビル7Ｆ

電　話　０３（５７６３）８１８１
ＦＡＸ　０３（５７６３）８１８２

ポート産業株式会社

代表取締役　長　谷　一　俊
〒658-0027　神戸市東灘区青木１丁目２番１号

電　話　０７８（４５２）１６２１
ＦＡＸ　０７８（４５２）１６２２

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
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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　　

神姫バス株式会社

取締役社長　長　 尾　　  真
〒670-0913　姫路市西駅前町１番地　
電　話　０７９（２２３）１２４５㈹
ＦＡＸ　０７９（２２３）１４４４㈹

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://www.sepre24.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

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:offi  ce@security-jas.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 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 グリルみその

代表取締役　藤　岡　勝　人
〒650-0011　神戸市中央区下山手通１丁目１番２号

電　話　０７８（３３１）２８９０
ＦＡＸ　０７８（３３１）２９１１

株式会社 ホテルオークラ神戸

代表取締役社長　石　 垣　　 聡
〒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　代表取締役社長
関　寛 之

ホテル ラ･スイート神戸ハーバーランド　〒650-002 神戸市中央区波止場町７番２号
電話 078（371）1111　FAX 078（371）1110

神戸みなと温泉  蓮 　　　　　　〒650-0041 神戸市中央区新港町１番１号
電話 078（381）7000　FAX 078（381）7009

ラ･スイート神戸オーシャンズガーデン   〒650-0041 神戸市中央区新港町１番２号
電話 078（381）7777　FAX 078（381）7700

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

日本新聞協会会員 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

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/

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

代表取締役　土　谷　　創
〒651-0094　神戸市中央区琴ノ緒町１丁目５番９号

電　話　０７８（２２２）５８００㈹
ＦＡＸ　０７８（２２２）８５５９　



⃝ お問い合わせ先 ⃝  神戸港振興協会　総務企画課　☎（078）327�8981

「2018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「2018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30年1月19日（金）必着。※応募多数の際は抽選。

客船版

商船版
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