リリース

報道関係各位

２０１8年8月9日

〝神戸らしさ〟×心に残る上質な体験

「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8月16日（木）より申し込み受付スタート～
開催期間 ： ２０１8年8月25日（土）～２０１9年３月中旬予定
「おとな旅・神戸」実行委員会〔（一財）神戸観光局、神戸市、兵庫県、神戸商工会議所ほか〕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2018年度プ
ログラムを2018年8月25日（土）～2019年3月中旬まで開催します。
「おとな旅・神戸」は「神戸ならではの特別な時間」をテーマに、街の楽しみ方を知り尽くした市民アドバイザーが
ご案内するプログラムです。2013年度にスタートし第８回目となる今回は、南京町生誕150年を記念したまちあるき
プログラムや、神戸を代表するスターシェフが名を連ねる「HYOGOシュトレンの会」とコラボしたプログラムなど、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
● 27の人気の定番プログラムに加え、41プログラムが新登場！（全68プログラム93本）
「シュトレン」を通して、多様な文化融合から生まれた「兵庫・神戸のパン食文化」を国内外へ発信する
［HYOGOシュトレンの会]や、手作り・クラフトなどの販売・購入が楽しめるインターネットハンドメイドマーケッ
ト「ｍｉｎｎｅ（ミンネ）」とコラボしたプログラム、また生誕１５０年を迎えた南京町と神戸の各地を結ぶプログラ
ムなど、全６８プログラムの受付を開始いたします。

● 一部のプログラムは抽選申し込み 下記の人気４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
[王子動物園]エサやり体験と特別バックヤードツアー
[イスズベーカリー]のおいしさの秘密に迫る！

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：ｈｔｔｐｓ://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９：３０～１８：３０ ※１２/２９～１/４を除く）

３．申し込み受付開始日

２０１８年８月１６日（木） ９：３０～（先着順）

※ 抽選プログラムについては、２０１８年８月１６日（木）９：３０～２０日（月）１８：００に申し込み受付を行います。
（注）お電話でのエントリーは平日のみとなります。
(抽選日２０１８年８月２１日（火）)
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（神戸観光局内）TEL：０７８-２６２-１９１６ FAX：０７８-２３０-０８０８
参加申し込み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９：３０～１８：３０ ※１２/２９～１/４を除く）
「おとな旅・神戸」公式サイト：https://kobe-otona.jp/
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

参考

2018年度「おとな旅・神戸」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

２０１８年８月２５日（土）～２０１９年３月中旬

申込受付開始日

２０１８年８月１６日（木）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

●６８プログラム９３本（追加発売予定あり）

参加料金

３，０００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：（一財）神戸観光局、神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、
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：杉本、魚山
（（一財）神戸観光局内）
ＴＥＬ：078-262-1916 ＦＡＸ：078-230-0808

運営事務局

「おとな旅・神戸」運営事務局 担当：盛島・平田（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除く）
ＦＡＸ：078-332-2506
e-mail: info@kobe-otona.jp

公式サイトＵＲＬ

https://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

生誕150年を
迎えた
南京町の
歴史と食文化

創業１０３年、地元で愛され続けている[老祥記]。行列
が絶えないお店として、神戸では有名なお店です。そ
の[老祥記]で、豚饅頭作り体験と餡と皮の美味しさの
秘密に迫ります。普段は食べることの出来ない[老祥
記]の絶品まかない飯もご用意！
その後は[天福茗茶]にて、器の中でお花が開く工芸茶
で優雅なティータイムを。[老祥記]豚饅頭のお土産付

開催日 ■ 2018年9月14日（金）、10月25日（木）
、11月22日（木）
参加費 ■ 3,800円（軽食、お土産付）
定 員 ■ 16名（最少催行8名）
服 装 ■ カジュアル
市民アドバイザー ■ 曹 祐仁さん（株式会社老祥記 四代目）

きで、南京町の〝食〟を気軽に楽しめるプログラムで

行 程 ■ 14:00 南京町広場 あづまや前集合

す。

[老祥記]の豚饅頭づくり体験～
まかない飯の提供
～[天福茗茶]でのティータイム
16：00 現地にて解散

南京町あづまや

オリジナリティ
溢れる
楽しい作品を
手作りで

8

【南京町生誕１５０年記念企画】
[老祥記]豚饅頭作り体験と絶品まかない飯を食す

財財・来来像

天福茗茶の工芸茶、豚饅、まかない飯

440(ヨシオ)さんの「貴方好みのおっぱい小銭入れを作ろう！」
ワークショップ＆撮影会 in ｍｉｎｎｅのアトリエ 神戸
ハンドメイドマーケットｍｉｎｎｅで大人気のレ

ザークラフト作家４４０さんによる、持っているとインパクト大！
おっぱいの形をした小銭入れをつくるワークショップです。
ｍｉｎｎｅハンドメイド大賞2016では、応募総数約２万点の中か
ら大賞（最優秀作品）を受賞し、TV取材やワークショップなど
で活躍中。オリジナリティ溢れる楽しい作品は、一度見たら忘

9

開催日 ■ 2018年12月15日（土）、16日（日）
参加費 ■ 8,500円

第１部： 9：00～12：10
第２部：12：30～15：40
第３部：16：00～19：10

定 員 ■ 12名 （最少催行4名）
服 装 ■ カジュアル

市民アドバイザー ■ ４４０（ヨシオ）さん（ｍｉｎｎｅ人気作家）

れないインパクトのある作品ばかり。そのひとつひとつは、確か
な製法技術によって、丁寧につくられ、上質な本革（イタリアン

行 程 ■ 9:00 [ｍｉｎｎｅのアトリエ 神戸

レザーアリゾナ）を使用しているため使い込むほどに味わいが
増す、クオリティの高い作品です。
。

440さんの
おっぱい小銭入れ

yucoco cafeさんの
「ハリネズミのブローチ」

Hande und Stitchさんの
「アニマルトロフィー」

(12:30)
(16:00)

（デザインクリエイティブ・センター内204号室）]集合
440さんによる「貴方好みのおっばい小銭入れをつくろう！」
ワークショップ～作品撮影会
12:10 [ｍｉｎｎｅのアトリエ 神戸
(15:40) （デザインクリエイティブ・センター内204号室）] にて解散
(19:10)
その他、LINDA TOKYOさんの
「窓辺にかざるアイスクリームソーダ」
すまいる*工房さんの
「おとなメニューのミニチュアフード」
Hanahさんの「お花畑ｽﾏﾎｹｰｽデコレーション」の
ワークショップも実施予定！

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

”上質”が日常
神戸の
シュトレン文化
を一同に！

HYOGOシュトレン・フェスト2018 in 弓削牧場
標高400ｍの裏六甲の自然豊かな場所にある

[弓削牧場]で、「HYOGOシュトレンの会」メンバーのパンとシュト
レン食べ比べとともに、[弓削牧場]特製メニューで冬の夜を楽し
みませんか？
特製メニューには、牧場で搾取された牛乳から作られたチーズ

開催日 ■ 2018年12月8日（土）
参加費 ■現地集合の方6,800円
谷上駅集合の方7,800円（送迎付）
定 員 ■ 50名（最少催行30名）
服 装 ■ カジュアル

やホエーシチュー、バターなどをご用意。
「HYOGOシュトレンの会」のプログラムは、[フロインドリーブ(生田

市民アドバイザー ■ HYOGOシュトレンの会

店）]と[デザイン・クリエイティブセンター神戸]でも、少し違った

行 程 ■ 18:00

[弓削牧場]集合
[弓削牧場]の牧場主 弓削さんよりメニューの紹介
その他、牧場についてのお話
～シュトレンを作るシェフ達ならではのお話～お食事
20：00 [弓削牧場]（または谷上駅）にて解散

プログラムが開催されます。

弓削牧場のメニューイメージ

[日本遺産
認定記念］
歴史を感じる
まち歩き

52

「～ホイリゲパーティー ～
「今年のシュトレンを先取り！
オーストリアの新酒を楽しみ、 スペシャリティコーヒーと共に」
シュトレンも味わえる会」
（KIITO）
(フロインドリーブ生田店)

メニュー(予定)
[弓削牧場]のチーズプレート、ホエーシチュー、
特製バターの他、
「HYOGOシュトレンの会」メンバー
が作るパンとシュトレンの食べ比べ。
(ソフトドリンク2杯付)

日本遺産認定記念
12代目兵庫商人[樽屋五兵衛]が案内する
北前船と兵庫津の歴史話

今年６月、日本遺産に認定された「兵庫津」で江戸時代から

開催日 ■ 2018年11月24日（土）

続く兵庫商人「樽屋五兵衛」。１２代目の高田誠司さんから歴

参加費 ■ 4,800円（昼食、試食付）

史話を伺いながら、北前船の寄港地のひとつ「兵庫津」を歩
きます。道中では、廻船商人だった高田屋嘉兵衛にまつわる

42

定 員 ■ 15名 （最少催行10名）

紙芝居をご覧いただき、鐘楼が完成したばかりの兵庫大仏で

服 装 ■ カジュアル、履きなれた靴

知られる[能福寺]、国登録有形文化財に指定されるのではな

市民アドバイザー ■高田 誠司さん
（兵庫津「樽屋五兵衛」 12代目/
樽五 協和商事株式会社 代表取締役）

いかと話題の[旧岡方倶楽部]などにも立ち寄ります。
ランチは、「おとな旅・神戸」特別ランチ（寿司９貫、赤出汁、
茶わん蒸し）をいただき、最後は[兵庫津バル北前船]で人気

行 程 ■ 10:30 JR神戸駅中央口集合

[松尾稲荷神社]～高田屋嘉兵衛についての紙芝居～
[竹尾稲荷神社](高田屋嘉兵衛顕彰碑)～
[七宮神社]～[旧岡方倶楽部]～[兵庫津樽屋五兵衛]で
試食～[寿司・一品料理 生駒]で「おとな旅・神戸」特別
ランチのお寿司を。～[能福寺]～[イオンモール神戸南]
内にある兵庫城ゆかりの品を見学～[兵庫津バル北前船]
泡立てコーヒーまたは泡立て紅茶をいただきながら休憩
14:45 [兵庫津バル北前船]にて解散
([イオンモール神戸南]内）
「おとな旅・神戸」特別ランチ

の泡立てコーヒー（または紅茶）とともに歴史談義を。

兵庫津 古地図

旧岡方倶楽部

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

下町風情が残る
新開地を
落語家と
ぷらり散歩

落語家といく神戸・新開地下町さんぽと上方落語

開催日 ■ 2018年9月7日(金)

「東の浅草、西の新開地」とよばれた下町風情が残る
神戸新開地界隈を、落語家の桂三ノ助さんがご案内。
今年7月にオープンしたばかりの[神戸新開地・喜楽館]
のバックヤード見学の他、神戸松竹座跡、東山商店街
などを一緒にめぐりながら、多くのメディアや雑誌でも紹
介される新開地名物[春陽軒]の豚まんもお召し上がり
いただきます。
またハイカラ神戸らしい演芸場[神戸新開地・喜楽館]
で、桂三ノ助さんも出演する定席の公演もお楽しみくだ
さい。

[神戸新開地・喜楽館]内観

日本最古の
温泉地
有馬で学ぶ

44

参加費 ■ 3,800円（入館料、豚まん1個付）
定 員 ■ 10名（最少催行7名）
服 装 ■ カジュアル、履きなれた靴
市民アドバイザー ■桂 三ノ助さん（落語家）
行 程 ■ 12:30 [神戸新開地・喜楽館]前集合
[神戸新開地・喜楽館]のバックヤード見学～
新開地界隈を桂 三ノ助さんと散策 (神戸松竹座跡や
東商店街など）途中、新開地名物の豚饅の試食も～
[神戸新開地・喜楽館]の落語公演
16:30 [神戸新開地・喜楽館]にて自由解散

[春陽軒]の豚饅

田辺眞人さんが解説する
～日本最古の温泉 有馬温泉で体験 日本生活史と有馬芸妓文化～

45

開催日 ■ 2019年2月2日（土）
日本最古の温泉のひとつとされ、京都・大阪の奥座敷として
名高い有馬温泉。[銀水荘 別館 兆楽]にて、神戸のヒスト
リアン田辺眞人さんが、有馬の歴史とともに発展した日本の
生活史を語ります。お話を聞いた後は、[銀水荘 別館 兆楽]
のこだわりの昼食をお召し上がりください。おもてなしの達人

参加費 ■ 13,200円（昼食・お座敷体験・入浴券付）
定 員 ■ 40名（最少催行20名）
服 装 ■ カジュアル
市民アドバイザー ■田辺眞人さん

有馬芸妓さんによる踊りをご覧いただき、普段はなかなか体
験することのできない、お座敷遊び体験を。解散後は、ゆっく
りと金泉・銀泉をお楽しみください。
名湯有馬で、非日常の一日を。

[銀水荘 別館兆楽] 露天風呂

（園田学園女子大学 名誉教授）
行 程 ■10:30 神戸電鉄有馬温泉駅 集合
・・・送迎バスにて移動・・・
［銀水荘 別館 兆楽］宴会場 へご案内
ヒストリアン田辺さんより日本最古の温泉
「有馬温泉」の歴史と日本生活史のお話
昼食 [銀水荘 別館 兆楽]のこだわりのお食事を
有馬検番 田中席 芸妓さんによる踊りと
お座敷遊び
14:00 [銀水荘 別館 兆楽]にて解散
※14:00解散後、ご入浴をお楽しみください。

お座敷遊び

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 ４

神戸らしい
ナチュラルな
暮らしの
スタイルを

59

[CHECK&STRIPE]特別なワークショップ

神戸を拠点とし、全国にファンを持つナチュラルな素材で人気

開催日 ■ 2019年2月27日(水)

の生地ショップ[CHECK&STRIPE]の、チェリーの刺繍を施した

参加費 ■ 9,380円（昼食付）
定 員 ■ 25名（最少催行20名）

布で「カゴ巾着」を作る特別ワークショップ。
元町の老舗フルーツパーラー［ベニマン］で、手芸家・西山眞砂
子さんの楽しく丁寧な指導のもと仕上げていきます。
スープ、サンドウィッチ、カットフルーツなどの[ベニマン]特別フ
ルーツランチもお楽しみ。
●作品サイズ 直径9cm×高さ14cm

服 装 ■ カジュアル（ワークショップに参加しやすい服装で）
市民アドバイザー ■在田佳代子さん
(CHECK&STRIPE主宰、㈱ラブロ代表取締役)
西山眞砂子さん(手芸家)
行 程 ■ 10:30 [ﾌﾙｰﾂｼｮｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾗｰ ﾍﾞﾆﾏﾝ神戸元町本店]集合
在田佳代子さん、西山眞砂子先生よりご挨拶
[CHECK&STRIPE]の、チェリーの刺繍を施した
布を使ってカゴ巾着を作る特別ワークショップ
（作品は当日お持ち帰り出来ます。）
[ベニマン]特別フルーツランチ
スープ、サンドウィッチ、カットフルーツなどを
同じテーブルの方と仲良くご一緒にどうぞ

作品イメージ
実施の様子

スローフード
神戸の漁港で
海の幸を
味わう

ﾍﾞﾆﾏﾝ神戸元町本店
（外観）

13:30 [ﾌﾙｰﾂｼｮｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾗｰ ﾍﾞﾆﾏﾝ神戸元町本店]にて
解散

垂水漁港の昼競りに潜入！天然物のお魚で ご昼食を

垂水漁港で正午に行われる昼競りには、昼
前に水揚げされたものが出揃います。一般では見学できな
い昼競りに潜入してみませんか？
競り見学の前は、垂水漁港の目の前にある航海安全・漁業
繁栄の御神徳で知られる[海神社]をお参り。宮司さまよりお
社の御由緒を伺います。お参り後は、垂水漁港へ。普段は
ご覧いただけない昼競りを間近でご見学ください。漁業のお
話やお魚のお話などを伺います。
ご昼食は漁港から程なくの[くら蔵]へ。天然物のお魚を使っ
た「おとな旅」特別ランチをお楽しみください。昼競りに参加
をする女将にもご登場いただき、競りに関するご質問などに
もお答えします。
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開催日 ■ 2018年10月3日(水)
参加費 ■ 4,500円（昼食付）
定 員 ■ 30名（最少催行20名）
服 装 ■カジュアル（濡れてもいい/汚れてもいい靴と服）
市民アドバイザー ■前田 勝彦さん
（神戸市漁業協同組合 副組合長理事 /
駒ヶ林浦漁業会 会長）
行 程 ■11:00 山陽垂水駅 西改札口 集合
[海神社]を参拝 宮司から神社の由緒を伺います。
垂水漁港にて前田勝彦さんよりご挨拶
垂水漁港の昼競りを間近で見学
垂水漁港に水揚げされる鮮魚、昼網・昼競りのお話
[くら蔵]にて昼食
天然物のお魚を使った「おとな旅・神戸」特別ランチ
昼競りに参加した女将からお料理についてのお話を
13:30 [くら蔵]にて解散
解散後、漁港の直売所で、お買い物もぜひお楽しみ下さい。

海神社

とれたての魚

[くら蔵]お食事イメージ

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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