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報道関係各位

２０１６年１０月１７日

神戸の“べっぴん”に出会う

多彩なプログラム

「おとな旅・神戸」
お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

～いよいよ11月7日（月）より申し込み受付スタート～
開催期間 ： ２０１６年１１月２２日（火）～２０１７年３月中旬予定
「おとな旅・神戸」実行委員会（神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、（一財）神戸国際観光コンベ
ンション協会ほか）は、「神戸らしさ」を存分に堪能できる「特別感」のあるまち歩きや体験といったプ
ログラムを展開する「おとな旅・神戸」の２０１６年度冬プログラムを、２０１６年11月22日（火）～２０１７年
３月中旬まで開催します。
２０１３年度にスタートし、第６回目となる今回は、神戸の冬を感じる「夜景」のプログラムや「日本酒」
のプログラムなど、人気の定番プログラムから、新規プログラムまで多数登場いたします。是非、ご
取材賜りますようお願い申し上げます。

１．プログラム概要
● 新たにシリーズプログラムが登場！第一弾は52プログラム92本
初の試みとして、シリーズ化したプログラムが登場します！さらに12月、1月、2月の各月に追加で
新プログラムを多数ご紹介いたします。どうぞご期待ください。

● 一部のプログラムは抽選申し込み
下記６プログラムは抽選制で申し込みを受け付けします。
■ 山口浩シェフの特別席[神戸北野ホテル]世界一の朝食
■ [イスズベーカリー]井筒英治さんのおいしい神戸のパンをつくる
■ 神戸を代表する名店[コム・シノワ]荘司シェフと[サ・マーシュ]西川シェフ夢の共演～２人の実演
トークを仏古典料理クリビアックとともに～
■ 〈初心者大歓迎〉ラグビー元日本代表・平尾剛さんと神戸製鋼戦を観てラガーマンの社交場へ
■ [王子動物園]エサやり体験と特別バックヤードツアー
■ ナチュラルな神戸のくらし～[チェック＆ストライプ]の特別なワークショップ～
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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２． 参加申し込み方法
「おとな旅・神戸」公式サイトもしくは電話で申し込みください。
なお、定員となり次第、締切とさせていただきます。
● 「おとな旅・神戸」公式サイト：ｈｔｔｐ://ｋｏｂｅ-ｏｔｏｎａ.ｊｐ/より申し込み画面にて予約・決済
● 電話（「おとな旅・神戸」運営事務局：０７８-５９９-７１１０）にて申し込み
（平日９：３０～１８：００まで ※１２/２９～１/４、２/２７除く）

３．申し込み受付開始日
２０１６年１１月７日（月） ９：３０～（先着順）
※抽選プログラムについては、２０１６年１１月７日（月）９：３０～９日（水）１８：００に申し込み受付を行います。
(抽選日２０１６年１１月1０日（木）)

４．新規会員登録キャンペーン
2016年度の「おとな旅・神戸」プログラム開催に伴い、新規会員登録キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン期間中に新規会員登録を行った方の中から抽選で400名様に素敵なプレゼントが当たり
ます。

●応募対象期間：2016年10月17日（月）～2017年2月28日（火）
●対象者：応募対象期間中に「おとな旅・神戸」の新規会員登録を行った方
●応募方法：2016年10月17日（月）～2017年2月28日（火）の期間に新規会員登録（無料）を行ってく
ださい。
●キャンペーン内容：
「おとな旅・神戸」でもおなじみ、神戸の人気店スイーツギフトセット･･･各店10セット×10名様（合計
60名様）
ボックサン／神戸凮月堂／ユーハイム／イグレックプリュス／ＡＫＩＴＯ／コム・シノワ
さらに、スイーツギフトセットの抽選にはずれた方の中から340名様に「おとな旅・神戸」オリジナルポスト
カード（4枚1組）をプレゼント
■抽選日：2017年3月1日（水）
■発送（予定）：2017年3月中
本件リリースに関するお問い合わせ先
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局（神戸市経済観光局観光コンベンション課内）
TEL：０７８－３２２－５３３９ FAX：０７８－３２２－６１３８

参加申し込み・キャンペーンに関するお問い合わせ先
「おとな旅・神戸」運営事務局
TEL：０７８－５９９－７１１０ FAX：０７８－３３２－２５０６
（平日９：３０～１８：００ ※１２/２９～１/４、２/２７除く）
「おとな旅・神戸」公式サイト：http://kobe-otona.jp/
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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参考

2016年度「おとな旅・神戸」冬プログラム実施概要

タイトル

おとな旅・神戸

キャッチフレーズ

お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

実施期間

２０１６年１１月２２日（火）～２０１７年３月中旬

申込受付開始日

２０１６年１１月７日（月）９：３０～

実施エリア

神戸市内全域

実施内容

●「神戸ならではの」「特別感のある」まち歩きや体験といったプログラムを実施
●プログラム開発に際しては、市民の方から情報提供、協力をいただきながら推進
●プログラムはすべて有料とし、事前の予約・申し込み・決済を基本とする

ねらい

●熱烈な神戸ファンの獲得によるリピーターの確保及び口コミ等による更なる誘客
●アクティブシニア層の獲得
●「おしゃれなまち神戸」の、新たな楽しみ方の発信
●地域の多様な人や組織が参画することによる地域経済の活性化
●新たな神戸の魅力発掘による市民の地域への愛着の深化
●交流促進によるまちの賑わいの創出
●都市イメージの更なる向上

ターゲット

コアターゲット：アクティブシニアの女性

プログラム数

●第一弾５２プログラム９２本（12月、1月、2月の各月に追加プログラムを発売）

参加料金

３，５００円～（プログラムにより異なります。）

パンフレット

●神戸市総合インフォメーションセンターや各区役所で配布。
交通事業者の協力により、市外でも配布。
●「おとな旅・神戸」公式サイトよりダウンロード可能。

主催

「おとな旅・神戸」実行委員会
構成団体：神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、
（一財）神戸国際観光コンベンション協会、学識経験者他

事務局

「おとな旅・神戸」実行委員会事務局 担当：星島、待鳥、魚山
（神戸市経済観光局観光コンベンション部観光コンベンション課内）
ＴＥＬ：078-322-5339 ＦＡＸ：078-322-6138

運営事務局

「おとな旅・神戸」運営事務局 担当：中西・小島（株式会社プロアクティブ内）
ＴＥＬ：078-599-7110（平日9:30～18:00※12/29～1/4、2/27除く）
ＦＡＸ：078-332-2506
e-mail: info@kobe-otona.jp

公式サイトＵＲＬ

http://kobe-otona.jp/

「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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プログラム例 １

〝神戸らし
い〟を切り
取った新プ
ログラム

8

玉岡かおるさん×松方コレクション展特別講演
～著書『天涯の船』より～

神戸市立博物館「松方コレクション展」開催期間に合わせ、松
方幸次郎をモデルにした著書『天涯の船』より、作家・玉岡か
おるさんに語っていただきます。[ORIENTAL HOTEL(旧居留
地)]での昼食は、主人公ミサオが過ごした国々の料理を召し
上がっていただきます。その時代に浸り、主人公ミサオ＝松方
幸次郎の“夢の軌跡”を感じてください。
【フランク・ブラングィン（松方幸次郎肖像）
1916年 松方家蔵©davidBrangwyn

開催日 ■ 2016年11月22日（火）
参加費 ■ ７,８００円（昼食付）
定 員 ■ １50名（最少催行６０名）

上／「天涯の船」の著者
玉岡 かおるさん

服 装 ■ おしゃれしてお越しください
市民アドバイザー ■ 玉岡 かおるさん（作家）
行 程 ■ １１：3０ オリエンタルホテル 集合～

左上／松方幸次郎肖像
左下／神戸市立博物館

「おとな旅・神戸」特別ランチをご賞味ください～
作家・玉岡かおるさんによるお話～
15：00 現地にて解散

新たに登場
シリーズ化
プログラム

Kobe INK物語 ～60の物語を訪ねる旅～
第1回〈塩屋・舞子編〉
明治15年（1882年）創業、［ナガサワ文具セン

ター］の神戸の街のイメージを60色で表した「Kobe INK物語」
は全国で注目され、ついには今年開かれたＧ７神戸保険大臣
会合のお土産にも選ばれました。そのインクの開発を手がけ、
新色を生み出す商品開発室室長の竹内さんとともに、色のモ
デルとなった場所を訪れ、開発秘話などを語っていただきます。
第1回は、どこか懐かしい塩屋と風光明媚な舞子を訪れます。
昼食にもちょっとした趣向が・・・（第2回〈北野編〉を12/14（水）
に開催。エリアを変えて第3回・第4回も予定しております。）

明石海峡大橋

Kobe INK物語
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開催日 ■ 2016年11月30日（水）
参加費 ■ 7,770円（昼食、お土産付)
定 員 ■ 25名（最少催行19名）
服 装 ■ カジュアル、履きなれた靴
市民アドバイザー ■ 竹内 直行さん
（㈱ナガサワ文具センター 商品開発室 室長）
行 程 ■ 10:00 JR塩屋駅 集合

（株）ナガサワ文具センター
商品開発室 室長
竹内 直行さん

［旧グッゲンハイム邸］を見学～
［後藤家住宅］特別に内部を見学～
・・・電車で移動
［旧木下家住宅］を見学～
［シーサイドホテル舞子ビラ神戸 中国料理 壺中天］
ちょっと趣向を凝らしたお食事をお楽しみください。
［舞子海上プロムナード（明石海峡大橋）］を見学～
15:30 ［舞子海上プロムナード］にて解散

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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プログラム例 ２

新旧織り交ぜ
た神戸の
明かりを
楽しむ

照明デザイナー長町志穂さんとめぐる
新旧神戸の幻想的な街あかり

1000万ドルと称される神戸の夜景。神戸市夜間景観形成実施
計画推進委員で多数の受賞歴をお持ちの照明デザイナー長
町志穂さんのご案内で、三宮駅から元町まで、古き良き神戸、
新しい神戸、新旧織り交ぜた素敵な明かりを観察しながら歩き

１0

開催日 ■ 2017年2月10日（金）
参加費 ■ 3,500円（お飲み物付）
定 員 ■ 30名（最少催行20名）

ます。この秋新登場の全国初の明かりの演出も。ランタン灯る

服 装 ■ カジュアル（暖かい服装）、履きなれた靴

南京町での中国茶付き。

市民ドバイザー ■ 長町 志穂さん
（照明デザイナー・（株）LEM空間工房代表取締役）
集合 JR三ノ宮駅南側ロータリー
鉄道高架下を眺めつつ花時計前へ～
フラワーロードを歩き
サプライズライトアップ①の会場へ～
メリケンパークで新しくなった照明を見学～
旧居留地で大丸やガス灯などの美しい照明を見学～
サプライズライトアップ② ～
南京町にてお茶～
センター街2丁目でムービングライトを見学～
21：15 JR三ノ宮駅にて解散

行 程 ■ 18:30

旧居留地

開港150年
の港町神戸を
歩いて知る

南京町

鳥瞰図絵師 青山大介さんと歩く
開港150年港町神戸の今昔
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開催日 ■ 2017年1月30日（月）、3月9日（木）
地図の技法の一種で高い位置からの視点で描かれる鳥瞰図。
鳥が高いところから地上を見おろしたように描かれた図は神戸
の街をひと目で捉えることが出来ます。「 港町神戸鳥瞰図

参加費 ■ 5,900円（昼食、お土産付）
定 員 ■ 25名（最少催行15名）

2008」で注目を集めた神戸生まれの若手鳥瞰図絵師の青山大
介さんのご案内のもと、制作についてのお話や港町神戸の移り

服 装 ■ カジュアル、履きなれた靴

変わりを体感してみませんか？昼食は木立の中のレンガ造りの

市民アドバイザー ■ 青山 大介さん（鳥瞰図絵師)

お店［VILLA BLANCHE］にて。

行 程 ■ 11:00 集合 JR三ノ宮駅南側ロータリー前
三宮～旧居留地の港町の変遷を体験できるスポットへ～
鳥瞰図で描かれた津波非難情報板、
神戸市役所24階展望ロビー、小野八幡神社～
[VILLA BLANCHE]にて カジュアルフレンチの昼食
旧居留地～元町のスポットを巡る～
（網屋吉兵衛船蓼場碑、海軍操練所跡碑、南京町で
明治期の雰囲気を）
14：30 JR元町駅西口にて解散

鳥瞰図絵師
青山 大介さん

神戸市役所展望ロビー
からの眺望

鳥瞰図ノート

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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プログラム例 3

冬の神戸の
魅力を満喫

冬の六甲山に響く癒しの音色
館長とめぐる[オルゴールミュージアム]

29

六甲山の澄んだ空気の中で、美しい音色に癒さ
れてみませんか？普段は見ることの出来ない、高さ約4.6ｍ、
幅約7.8ｍの世界最大級のダンス･オルガンの裏側を特別公
開。通常展示のみの所蔵品も、館長の高見澤さんのご案内で
特別に演奏いたします。お話上手な館長の案内と共に多種多
様なオルゴールの魅力をご堪能ください。オルゴールコンサー
トを鑑賞した後は、併設するシュトラウスカフェでヤウゼセット

上／六甲オルゴールミュージアム

（ケーキセット）ティータイム付き。ご希望の方はオルゴール作り
体験もご参加いただけます。 （別途有料）

左／六甲ケーブル

開催日 ■ 2017年1月１8日（水）、2月20日（月）
参加費 ■ 4,320円（スイーツ付）

行 程 ■ 12:50 六甲ケーブル下駅 集合

定 員 ■ 30名（最少催行１5名）
服 装 ■ カジュアル、履きなれた靴
市民アドバイザー ■ 高見澤 清隆さん
（六甲オルゴールミュージアム 館長）

神戸の人気
シェフ夢の
コラボ企画が
実現

六甲オルゴールミュージアム到着～
館長によるご案内のもと、ミュージアムを見学～
普段入ることのできないダンス・オルガンの裏側へご案内
シュトラウスカフェへご案内～
暖かいお飲物を飲みながら、館長と談笑タイム
15:25 シュトラウスカフェにて解散

神戸を代表する名店[コム・シノワ]荘司シェフと
[サ・マーシュ]西川シェフ夢の共演
～２人の実演トークを仏古典料理クリビアックとともに～

3

しょうじ さく

フレンチ料理人でもあり、［コム・シノワ］のオーナーでもある荘司シェフ。市民アドバイザー ■ 荘司 索さん
（ブーランジェリー コム・シノワ オーナーシェフ）
その荘司シェフの下で働いていた西川シェフが独立し、北野に［サ・
西川 功晃さん
マーシュ］をオープンしました。どちらのお店も地元はもちろん、遠方か
（サ・マーシュ オーナーシェフ）
ら訪れる方も多い、神戸の随一のブーランジェリーです。西川シェフが 行 程 ■11:00 ［神戸国際調理製菓専門学校］集合
現在でも影響を受け、尊敬して止まない、荘司シェフとのコラボが、有
名ホテルや有名レストランのシェフを多く輩出する、神戸国際調理製
菓専門学校の協力を得て、ついに実現！西川シェフのトークで荘司
シェフの魅力を引き出しながら、仏古典料理の〝サーモンと貝のクリビ
アック〟の作り方を、楽しく披露します。実演披露したクリビアックはこ

市民アドバイザー 荘司シェフ・西川シェフのご紹介
仏古典料理〝サーモンと貝のクリビアック〟の実演
荘司シェフと西川シェフが共同で作った特別ランチを
お召しあがりいただきます。
荘司シェフと西川シェフへの質問コーナー
14:30 ［神戸国際調理製菓専門学校］にて解散

の日だけの特別ランチとして、お召し上がりいただきます。

開催日 ■ 2017年2月28日（火）
参加費 ■ 8,900円（昼食、お土産付）
定 員 ■ 40名（最少催行34名）
服 装 ■ カジュアル

仏古典料理クリビアック

左／[コム・シノワ]荘司 索シェフ
右／[サ･マーシュ]西川 功晃シェフ

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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