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２０１６年１2月22日

〝神戸ならではの特別な時間〟を体験できるプログラム

「おとな旅・神戸」
新登場プログラム＆追加開催プログラム
2016年度冬第3弾 1月12日（木）より申し込み受付開始

～お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。～
「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年度冬プログラムについて、１2月8日（木）から開始した第２弾に続き、1月12日（木）から第３弾の受付を開始い
たします。新登場プログラムは、全国でも人気の高い[サ・マーシュ]で多種多様なパンを少しづつ、シェフのお話とと
もにお楽しみいただけるプログラムや、今季より始まったシリーズ化プログラム「Kobe INK物語」の最終回となる第4回
など、計10プログラムをご用意しました。是非、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

1．開催概要（料金、プログラムの詳細などについては、次ページ以降をご覧ください。）
【 新登場プログラム 】

● Kobe INK物語 ～60の物語を訪ねる旅～ 第４回〈灘・東灘編〉
● フリーアナウンサー三条杜夫さんと神戸北野のE・H・ハンターゆかりの地を巡る
● あなたの最高の一枚を！おしゃれな神戸旧居留地であなたの一番素敵な〝写り方〟を伝授！
● 神戸元町生まれの革ブランド〝Kiichi（キイチ）〟のオリジナル革小物を作る特別ワークショップ
★下記プログラムは抽選制 （ 抽選受付期間：２０１7年１月12日（木）～1月16日（月） ）
● [サ・マーシュ]自慢のパンを少しずつ！～西川功晃シェフのパンの楽しみ方～
【 追加開催プログラム 】

● デニッシュとベーグル専門店、[コ コ シカ] の特別ランチ＆スイーツと、お店を自分で手がけた店主のデザインのお話
（追加開催日：2017年2月20日12：00～14：30）

● [パティスリーAKITO]の代名詞 ミルクジャムとミルクジャムを使ったスイーツを作ろう！
（追加開催日：2017年3月7日11：00～14：00）

● 神戸ジャズの楽しみ方～老舗ジャズバーにて～
（追加開催日：2017年3月18日16：45～19：00）

● [イタリア料理 アルポルト神戸]メインに神戸ﾋﾞｰﾌを使ったおとな旅神戸限定ディナーを～ワインとともに～
（追加開催日：2017年2月23日18：00～20：30）

● 神戸ワインと美食のマリアージュ 神戸ポートピアホテル鉄板焼[但馬]でワインのお話とワインに合うお食事を堪能
（追加開催日：2017年2月7日12：30～14：30）

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にてお申込み（平日９:３０～1８:００ ※１２/２９～１/４、２/２７を除く）

3．申し込み受付開始日
● ２０１7年１月12日（木） ９時３０から（先着順）
● 抽選制プログラム受付：１月12日（木）９：３０から１月１6日（月）１８：００まで 【抽選日：１月１7日（火）】
※ １月14日（土）、１5日（日）はWEB申し込みのみ
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（平日９：３０～１８：００） FAX：０７８－３３２－２５０６
「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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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

開催プログラムラインアップ１
KobeINK
プログラム
シリーズ
今期最終回

Kobe INK物語 ～６０の物語を訪ねる旅～
第４回〈灘・東灘編〉

第1回〈塩屋・舞子編〉、第2回〈北野編〉、第３回〈ハーバーラ
ンド・旧居留地編〉と続いたこのシリーズプログラムの最終回。国
指定重要文化財でもある旧ハンター住宅や、水道筋商店街の下町巡
り、灘のお酒のお話など灘・東灘の見所を中心にご案内します。
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開催日 ■ 3月5日（日）
参加費 ■ 7,800円（昼食、入園料、記念品付）
定

員 ■ ２５名（最少催行１８名）

神戸各地の歴史をテーマに〝神戸の街〟に似合う色をイメージして

服装 ■ カジュアル（履きなれた靴でおこしください）

開発されている、万年筆用カラーインクの「Kobe INK物語」は、完

市民アドバイザー ■ 竹内 直行 さん
(（株）ナガサワ文具センター 商品開発室
執行役員室長）
行程 ■ 12:00 [兵庫県立美術館］ 集合

売する色も続出するほどの人気商品です。ついには2016年に開かれ
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
新色を次々と生み出し「Kobe INK物語」の父とも言えるインク開発
の中心人物、［ナガサワ文具センター］商品開発室の竹内さんとと
もに、色のモデルとなった場所を訪れ、開発秘話やこだわりの色に
込められた想いなどを語っていただきます。

左／旧ハンター住宅
右／KobeINK

≪抽選受付≫
多種多様な
パンの魅力を
シェフの解説で

竹内直行さんご挨拶
[兵庫県立美術館]（入館なし）
美術館をテーマにしたカラーのお話しを
［神戸酒心館 さかばやし］
酒樽と杉玉の見学後、酒粕を使ったご昼食をご賞味ください。
［旧ハンター住宅］見学
ガイドさんの案内付きで邸宅内をご見学後、王子動物園での
自由時間もご用意いたします。
灘をこよなく愛する、ナディスト慈（うつみ）憲一さんが
どこか懐かしい雰囲気の水道筋商店街や市場をご案内
16:00 水道筋商店街にて解散

～抽選プログラム～
[サ･マーシュ]自慢のパンを少しずつ！
～西川功晃シェフのパンの楽しみ方～

地元の方にはもちろん、遠方から訪れる方も多い[サ・
マーシュ]。店頭にはシンプルなパンから趣向を凝らした
パンまで、多彩な種類のパンがいつも並んでいます。
[サ・マーシュ]お得意の米粉のパンに、ハードなパンや
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開催日 ■ 2月13日（月）
参加費 ■ 3,670円（お土産付）
定

員 ■ 10名（最少催行5名）

ソフトなパン、お惣菜パンに甘いパンなど、どれも食べ
てみたくなるものばかり。そんな[サ・マーシュ]自慢の
パンを一度に色々と楽しめるプログラムが登場！西川
シェフから、パンの美味しい食べ方やお料理との併せ方、
こだわりなどパンについてのお話を伺いながら試食しま
す。パンの新しい食べ方を発見できるかも？！

西川 功晃シェフ

服装 ■ カジュアル
市民アドバイザー ■ 西川 功晃さん
（サ・マーシュ オーナーシェフ）

行程 ■ 15:00 [サ・マーシュ]集合
市民アドバイザー 西川功晃シェフのご紹介
[サ・マーシュ]自慢のパンをスープと共に試食
西川シェフより、パンの説明、パンの美味しい食べ方、
お料理との併せ方など、
お勧めの食べ方やこだわりを伺いながら。
おみやげ進呈
16:30 [サ・マーシュ]にて解散

ご試食イメージ

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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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

開催プログラムラインアップ２

ハンターの
知られざる
生涯を学ぶ

フリーアナウンサー三条杜夫さんと
神戸北野のE･H･ハンターゆかりの地を巡る

神戸に住んだ英国人実業家E・H・ハンター氏。日立造船を創

開催日 ■ 2月28日（火）

業し、日本の近代化に尽力した人物です。そのE・H・ハン

参加費 ■ 4,450円（軽食付）

ター氏のゆかりの地を歴史小説「夜明けのハンター 文明開化
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物語」の著者でフリーアナウンサー三条杜夫さんの解説で巡

定

ります。タウンアテンダーの三浦摩紀さんも同行し、あまり

服装 ■ カジュアル（履きなれた靴でおこしください）

知られていない E・H・ハンター氏の生涯と神戸との関係にス

員 ■ 20名（最少催行15名）

市民アドバイザー ■ 三条 杜夫さん

ポットライトをあてます。

（フリーアナウンサー、放送作家
「夜明けのハンター 文明開化物語」著者）

行程 ■ 10:30 [生田神社]集合
三条杜夫さん・三浦摩紀さんよりご挨拶
[生田神社]～[ハンター坂]～[ハンター邸跡]
E･H･ハンターの功績を三条さんの案内のもと辿ります
[萌黄の館]入館～[北野天満神社]
[神戸北野ハンター迎賓館]
軽食をお召し上がり頂きながら、三条さんによる
ミニ講演をお楽しみください
13:30 [神戸北野ハンター迎賓館]にて解散
三条杜夫さん

神戸で
新しい自分を
見つけませんか

北野のまちなみ

あなたの最高の一枚を！おしゃれな神戸旧居留地で
あなたの一番素敵な〝写り方〟を伝授！

優しい香りや音楽、レトロなアンティーク雑貨などが思わせ
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る[studio emu]で、モデル気分で撮影をしてみませんか？

開催日 ■ 2月23日（木）
参加費 ■ 6,950円（写真１カットデータ、お茶付）

1960年代のN.Ｙをイメージしたラグジュアリーな空間も。

定

る、まるで海外のクラシックなカフェやブティックを思わせ

余計な加工や修正はほとんどせず、プロカメラマンからのカ
ウンセリングにより〝貴方自身の良さ〟を引き出して撮影し
ます。〝今という瞬間を大切に〟がモットーの河田さんから、
カメラマンが何を考え、どんな想いで撮影に臨むのか、被写
体と向きあう時の心がまえや裏話もお聞かせいただきます。
約20～30カット撮影し、珠玉の１カット(データ)をプレゼン
ト！

スタジオイメージ

員 ■ 8名（最少催行4名）

服装 ■ おしゃれしてお越しください
市民アドバイザー ■ 河田 年弘さん
（Photo studio emu 代表取締役）
行程 ■ 14:00 studio emu神戸旧居留地店 集合
市民アドバイザー・河田年弘さんよりご挨拶
スタジオの設備や機材、カメラマンの被写体への想いなど、
普段は語られないお話を特別に
～お一人ずつカウンセリング＆写真撮影～
貴方が一番素敵に写る角度や表情をレクチャーし
５つのスタジオセットから１つ選んで撮影いたします
約20～30カットから最高の一枚をお選びください
17:00 現地にて解散

河田 年弘さん

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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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

開催プログラムラインアップ３
神戸の
〝別品〟
ものづくり
を体験

神戸元町生まれの革ブランド〝Kiichi（キイチ）〟の
オリジナル革小物を作る特別ワークショップ

64

「made in Japan」にこだわり、「made in Kobe」をコンセプト

開催日 ■ 2月11日（土）、2月12日（日）

に神戸元町で誕生したレザーブランド〝Kiichi(キイチ)〟が「お

参加費 ■ 5,000円

とな旅・神戸」に初登場！いかりマークのロゴとカラフルな革
を使った小物類は有名百貨店でも取り扱われるほどの人気です。
そのKiichi本店のある元町で、牛革を使った自分だけのオリジ

市民アドバイザー ■ 片山 喜市郎さん
（株式会社喜市 代表取締役）

作ってみませんか？今流行りのタッセルもつけて、当日にお持
ち帰りいただきます。革・タッセル、それぞれ12色をご用意。

行程 ■ 13:30 [STUDIO KIICHI本店] 集合

組合せはご自身のお好きな色でどうぞ。

シェフと作る
こだわりの
ミルクジャム

員 ■ 6名（最少催行４名）

服装 ■ カジュアル

ナル小物をオーナー兼デザイナーである、片山さんと一緒に

ワークショップ作品イメージ

定

市民アドバイザー片山喜市郎さんよりご挨拶
革生地についてのレクチャー
革生地ができるまでや、革の種類など、
意外と知らない牛革のお話をうかがいます。
ワークショップ
革の色選び、名入れなどの作業をします。
（ミシンが必要な部分はお店のスタッフが行います）
2/11(土)：印鑑ケース 2/12(日)：がま口型小銭入れ
15:30 ワークショップ会場にて解散

[Kiichi]店内

[パティスリーAKITO]の代名詞
ミルクジャムとミルクジャムを使ったスイーツを作ろう！

13
仮

全国的に有名な[パティスリーAKITO]のミルクジャム。そのミ

開催日
開催日 ■
■ 3月7日（火）

ルクジャムを考案した、オーナーの田中シェフから作り方と、

参加費
参加費 ■
■ 5,400円（スペシャルプレート付）

今回はミルクジャムを使ったジャムケイク（カップケーキ）も
教わります。ティータイムでは〝「おとな旅･神戸」スペシャ

定
定 員
員 ■
■ 12名（最少催行6名）

ルプレート〟をいただきながら、シェフのミルクジャム開発秘

服装
服装 ■
■ カジュアル、エプロン、三角巾

話やこだわりなど、普段では聞くことができないお話もどうぞ。
1度で2度も3度もおいしい［パティスリ－AKITO］の特別プロ
グラムをぜひ、お楽しみください。

市民アドバイザー
市民アドバイザー ■
■ 田中 哲人さん
（パティスリーAKITO オーナーシェフ）

行程 ■ 11:00 [パティスリーAKITO] 集合
行程 ■
ミルクジャム作り
※自作したジャムは港町神戸をイメージした
オリジナル鼓型ボトルに入れてお持ち帰りいただけます。
ミルクジャムを使ったスイーツ作り
（カップケーキを予定）
※作ったものはお持ち帰りいただけます。
スペシャルプレートでティータイム
3品のスペシャルスイーツプレートをいただきます。
シェフのミルクジャム開発秘話
14:00 [パティスリーAKITO]にて解散

オリジナル鼓型ミルクジャム（イメージ） 実施中の様子（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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