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2020 南京町春節祭の開催について 

 

 

 

 

2020南京町春節祭実行委員会 

事務局：〒650－0023 神戸市中央区栄町通 1丁目 3番 18号 

    TEL：078（332）2896 FAX：078（332）2897 

    E-mail：office@nankinmachi.com 

    http://www.nankinmachi.or.jp 

 

『南京町』は南京町商店街振興組合の登録商標です 

 

 

※ 春節祭期間中の取材は、春節祭本部にて報道用パスカードの交付を受けてください。

（パスカード不所持者は広場内に入ることができません・本部の場所は 6頁に記載） 

 

※ 事故防止のため、南京町内での脚立や台など足場となるものの使用、石像などに上

る行為は厳禁とさせていただきます。 

 

警察署からの指導もありますので、ご理解とご協力をお願いいたします 

 

 

2020 年 1 月 8 日 

資料提供 

mailto:office@nankinmachi.com
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名  称  2020 南京町春節祭 
 

日  程  2020 年 1 月 24 日（金）～26 日（日） 合計 3 日間 

※1 月 25 日（土）が旧暦元日【春節】 ※1 月 19 日（日）にプレイベント 
 

開催場所  南京町および周辺地域 
 

主 催  2020 南京町春節祭実行委員会 
 

後 援  兵庫県  神戸市  一般財団法人神戸観光局 
 

目 的  旧暦のお正月を祝うとともに、神戸の町を活気付け、来街者に楽しんでいただけ 

るような祭りを展開することで国際都市神戸の元気をアピールする。また、地元

が一体となって取り組むことにより地域の連帯感を高め、神戸の活性化を促す。 
 
 

行事予定   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨天の場合  
 
 
 
 
 

問い合わせ  南京町春節祭実行委員会事務局 

       〒650-0023 神戸市中央区栄町通 1 丁目 3－18 

       TEL 078(332)2896  FAX 078(332)2897 

       ホームページアドレス http://www.nankinmachi.or.jp 

 

摘 要  春節祭は中国最大の年中行事「春節」をアレンジした祭りで、昭和 62 年（1987 

年）から毎年開催されている（昭和天皇崩御の年と阪神淡路大震災の年の 2 回中

止しているので、2020 年は 34 年目 32 回目にあたる）。 

また、平成 9 年には神戸市地域無形民俗文化財に指定された。 

① 出演団体による演技は、少雨決行（内容により中止の場合あり） 

② ポチ袋くじ販売や剪紙等のブースは雨天決行 

③ 中国史人游行は、雨天中止またはルート変更 

１．実施概要 

① 出演団体によるステージイベント 

② ポチ袋くじの販売 

③ 中国史人游行（中国歴史人物パレード） 

④ 迎春餐＆福袋（22 店舗での限定メニューや限定商品の販売） 

⑤ 獅子舞の採青（祝儀とり） 

⑥ 祭壇参拝と記念撮影 

⑦ 剪紙の実演販売 

⑧ 占い 

⑨ プレイベント（パレードおよび演舞） 

⑩ ポチ袋（紅包）を持参すると市内各観光施設等で優待等あり 

 



 3 

 

 

 

Ⅰ．プレイベント ＜１月１９日（日）＞ 

 

①福州龍舞パレード 

・全長約 20m の福州龍によるパレード 

・南京町（15:00 頃）→元町商店街（往復）→三宮センター街（往復） 

→南京町内（17:00 頃） 

※今年は全長 47m の金龍【龍龍】は登場しません 

 

出演団体：神戸市立神港橘高等学校龍獅團 

 

③獅子舞演舞 

・中国南方獅子舞（南獅）による演舞 

・11:00／13:00 風見鶏の館前広場 

  14:45 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール 

      1F ショッピングモール内「アンパンマン広場」 

  16:00 大丸神戸店トアロード玄関 

 

  出演団体：神戸華僑総会舞獅隊 

 

Ⅱ．オープニングセレモニー ＜１月２４日（金）＞ 

 

  11:00 爆竹 

      開催挨拶［春節祭実行委員長（株式会社ロック・フィールド代表取締役会長）岩田弘三］ 

      来賓挨拶［神戸市長 久元喜造さま］ 

      来賓挨拶［兵庫県神戸県民センター長 藤原俊平さま］ 

      御礼と挨拶［南京町商店街振興組合理事長 曹 英生］ 

 

Ⅲ．中国史人游行 ＜１月２４日（金）＞ 

 

 一般公募および実行委員や関係者の男性 10 名、女性 

10 名、合計 20 名が、京劇の衣装とメイクで三国志の 

英雄や楊貴妃など歴史上の人物に扮し、元町商店街～ 

三宮センター街～南京町をパレードします。 

 

 メイク協力：神戸ベルェベル美容専門学校 

 

２．イベント内容 
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Ⅳ．ステージイベント ＜１月２４日（金）～２６日（日）＞ 

 

 大人気の「変臉
へんれん

」、中国獅子舞や太極拳、舞踊、歌、 

 音楽などの中国伝統芸能の数々を披露します。 

 

 

 

 

 

 

 

 出演団体 

神戸華僑総会舞獅隊［中国獅子舞］  

神戸華僑総会舞獅隊幼獅班［中国獅子舞］ 

神戸華僑総会民族楽器団華蕾［中国音楽］ 

神戸華僑総会華芸民間舞蹈隊［中国舞踊］ 

神戸華僑総会太極拳協会［太極拳］ 

兵庫太極拳同好会［太極拳］ 

神戸市立神港橘高等学校龍獅團［龍舞・中国獅子舞］ 

日本花架拳学会［花架拳］ 

神戸中華同文学校舞獅隊［中国獅子舞］ 

神戸中華同文学校民族舞蹈部［中国舞踊］ 

神戸華僑幼稚園 

范 丹陽［歌］ 

月来香＋［二胡］ 

昴＆菊花重奏団［中国音楽］ 

遥響-HARUKA-［中国音楽］ 

ザ・華ルテット［中国音楽］ 

神戸旗袍文化協会［踊り］ 

東京中国歌舞団［変臉・歌］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「変臉」は、一瞬で顔の面がかわる 

中国四川地方の伝統芸能です。 

   出演団体：東京中国歌舞団 

   ※１日３ステージ 

   ※変臉以外に雑技や歌も披露します 
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Ⅴ．採青（獅子舞祝儀とり） ＜１月２５日（土）２６日（日）＞ 

 

 賑やかな太鼓や銅鑼の音に合わせて勇壮な獅子舞が町を進み、 

 お店に祝儀をもらいにまわります。※全店ではありません 

 獅子を間近に見られる、祭らしい雰囲気が好評です。 

 

① 神戸華僑総会舞獅隊（25 日） 

11:30 頃～14:30 頃 広場～南京町西半分 

15:00 頃～17:00 頃 元町 6 丁目～1 番街 

18:00 頃～19:30 頃 長安門～南京町東半分 

 

  ② 南京町龍獅団（26 日） 

    11:30 頃～14:30 頃 広場～南京町東半分 

    15:00 頃～17:00 頃 元町 6 丁目～1 番街 

    18:00 頃～19:30 頃 海栄門～南京町西半分 

 

 

Ⅵ．ポチ袋くじ ＜１月２４日（金）～２６日（日）＞ 

 

 シンガポール旅行やホテル宿泊券、食事券など豪華賞品が当たる 

 「ポチ袋くじ」はハズレなし。 

 まずは運試しにポチ袋くじにチャレンジしてから、買い物や 

 食事、イベント観覧に行くのがおすすめです。 

  

 1 枚 200 円  各日 10:30～19:00（売切れ次第終了） 

 ※1 人あたりの購入枚数を制限する場合があります 

 

 

 

Ⅶ．その他 ＜１月２４日（金）～２６日（日）＞ 

 

①剪紙
せ ん し

 

  谷田有似さんによる剪紙（切り絵）の実演販売 

  12:00～19:00 

 

②占い 

  四柱推命、易学、手相などの東洋占術 

  12:00～19:00 
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③関帝さま 

  商売繁盛・金運の神様として信仰される関聖帝君を 

  広場あづまやにお祀りします。 

  12:00～19:00 

 

・祭壇参拝と記念撮影 

   西遊記の登場人物と一緒に参拝し、手持ちのカメラや 

   携帯電話で記念撮影もできます。 

     線香 1 本 100 円 ※1 人 1 本 

 

・おみくじとお守り 

   中山手にある関帝廟のおみくじとお守り。 

     おみくじ 1 回 200 円 お守り 1 個 500 円 

 

 

本部および警察詰め所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 春節祭期間中の取材は、春節祭本部にて報道用パスカードの交付を受けてください。

（パスカード不所持者は広場内に入ることができません・本部の場所は上記に記載） 

 

※ 事故防止のため、南京町内での脚立や台など足場となるものの使用、石像などに上

る行為は厳禁とさせていただきます。 

 

警察署からの指導もありますので、ご理解とご協力をお願いいたします 

祭壇 
鳥利商店ビル 

２F 警察詰め所 

３F 春節祭本部 

南京町広場 

南京東路 南京西路 

ステージ 
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＜委員長＞  株式会社ロック・フィールド代表取締役会長     岩田 弘三 

＜委 員＞  ＵＣＣホールディングス株式会社グループ代表代表取締役会長 上島 達司 

       兵庫トヨタ自動車株式会社取締役相談役       瀧川 博司 

       兵庫県神戸県民センター長             藤原 俊平 

       神戸商工会議所常務理事              津田 佳久 

       神戸市中央区長                  清家 久樹 

       一般財団法人神戸観光局会長            尾山  基 

       元町東地域協議会会長               永田 耕一 

       神戸元町商店街連合会会長             田渕 秀樹 

       神戸華僑総会会長                 陳  明徳 

       元町 1番街商店街振興組合理事長          蓮池 国男 

       元町三丁目商店街振興組合理事長          近藤 裕重 

       元町４丁目商店街振興組合理事長          田渕 秀樹 

       元町五丁目商店街振興組合理事長          畑  芳弘 

       元町六丁目商店街振興組合理事長          佐藤 隆志 

       西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部神戸支社長   多田真規子 

       株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員大丸神戸店長   冨士ひろ子 

       株式会社神戸凮月堂取締役名誉会長         下村 俊子 

       三宮センター街１丁目商店街振興組合理事長     土井 一三 

       三宮センター街２丁目商店街振興組合理事長     久利 計一  

       三宮センター街３丁目商店街振興組合理事長     安藤 信幸 

       南京町商店街振興組合理事長            曹  英生 

３．実行委員会名簿        （順不同・敬称略） 
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＜委 員＞  兵庫県神戸県民センター副センター長兼県民交流室長    正垣 修志 

       中央区総務部まちづくり課地域支援担当係長        松尾 泰宏 

       ユーシーシーフーヅ(株)神戸支店支店長          竹中  慎 

       神戸商工会議所中央支部事務長              石上賢一郎 

       (一財)神戸観光局港湾神港部担当部長           森田  潔 

       (一財)神戸観光局観光部担当部長             下辻 光輝 

       (公財)神戸ファッション協会事務局長           三宅 雅也 

       元町東地域協議会企画委員長               北出 義孝 

       元町 1番街商店街振興組合理事長兼事業部長        蓮池 国男 

       元町三丁目商店街振興組合事業部長            宮村 知弘 

       元町４丁目商店街振興組合事業部長            林  未来 

       元町五丁目商店街振興組合事業部長            重本 崇宏 

       元町六丁目商店街振興組合事業部長            片山喜市郎 

       みなと元町タウン協議会事務局長             岩田 照彦 

       神戸華僑総会副会長                   金  啓功 

       西日本旅客鉄道(株)営業本部近畿営業部観光推進室事務局長 山本  武 

       ＪＲ元町駅長                      柏原 正具 

       (株)大丸松坂屋百貨店大丸神戸店営業推進部長       田中 倫暁 

       (株)日本旅行神戸支店長                 大野  宏 

       宝酒造(株) 大阪支店業務用販売統括部第二支店       秋山 義之 

       菊正宗酒造(株)大阪支店第二営業所所長          滝岩 秀徳 

       アサヒビール(株)神戸統括支社神戸中央支店        渡辺 都夢 

       サッポロビール(株)近畿圏本部神戸支社支社長代理     渡辺 直人 

       サントリー酒類（株）神戸支店営業課部長代理       板東 直樹 

       キリンビール(株)神戸支社神戸支店            山田 創一 

       栄康(株)代表取締役                   野間  均 

       (株)ホテルオークラ神戸支総合企画室長          石橋 英幸 

       阪急電鉄(株)神戸三宮駅駅長               十川 拓司 

       阪神電気鉄道(株)神戸三宮駅駅長             岡田慎太郎 

       日新信用金庫神栄支店渉外課               田中 勇輝 

       関西エアポート神戸（株）神戸統括部地域交流グループグループリーダー 児玉  陽                      

       全日本空輸株式会社販売事業部関西支社第二販売部地域連携担当部長 福井 幸生 

       株式会社神戸凮月堂本店支配人              橋本佳津馬 

       三宮センター街１丁目商店街振興組合副理事長       植村 一仁 

４．企画部会名簿        （順不同・敬称略） 
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       三宮センター街２丁目商店街振興組合専務理事       永塚  泉 

       北野異人館協会会長                   土居 和孝 

       神戸市立須磨海浜水族園飼育教育部部長          大鹿 達弥 

       神戸どうぶつ王国支配人兼営業部長            永田 雅寛 

       六甲山観光株式会社営業推進部主任            高田 智也 

       早駒運輸株式会社営業部秘書室係長            高田 隆寛 

       有馬温泉旅館協同組合理事長               當谷 逸郎 

       一般社団法人有馬温泉観光協会会長            金井 啓修 

       近畿タクシー株式会社代表取締役             森崎 清登 

       KOBE鉄人 PROJECTプロデューサー             岡田 誠司 

       株式会社ワイズエッグ代表取締役             秋國  寛 

       甲南女子大学文学部多文化コミュニケーション学科教授   森田 浩一 

       一般財団法人神戸観光局神戸フィルムオフィス代表     松下 麻理 

 

＜部会長＞  南京町商店街振興組合理事・春節祭企画委員長       沢口 涼祐 
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春節期間  ２０１９年２月５日（火）、９日（土）～１１日（月祝）４日間 

            ※ 旧暦元日：２月５日（火） 

            ※ ２月３日（日）にプレイベント 

 

 

天候と人出  ２月 ５日（火）晴れ       ３５，０００人 

         ９日（土）曇り一時晴れ   ６５，０００人 

１０日（日）晴れ       ９０，０００人 

１１日（月祝）雨のち曇り   ５８，０００人 
 

４日間トータル        ２４８，０００人  

※2 月 3 日（日）プレイベントのパレード沿道観客は含まず 

 

 

イベント  変臉＆雑技、龍舞、獅子舞、中国音楽、太極拳、歌、中国舞踊、 

花架拳などのステージイベント、中国史人游行（中国歴史人物パレード）、 

祭壇参拝、おみくじ、迎春餐＆福袋、採青（獅子の祝儀とり）、 

剪紙の実演販売、占い、ポチ袋くじの販売  

南龍游行（龍のパレード）と獅子舞のプレイベント         等 

 

 

広  報  ・ ポスター（Ｂ２）製作数   ２，５００枚 

      ・ チラシ製作数      １８０，０００部 

・ ポスター、チラシの配布先（順不同・敬称略） 

神戸市内各観光案内所、近隣ホテル、ＪＲ、阪神、兵庫県、神戸市、

神戸商工会議所、元町商店街、三宮センター街、元町東地域協議会、

神戸観光局、中央区、神戸ファッション協会、神戸港振興協会、 

協賛企業、南京町内各店舗 等 

 

 

 

 

５．昨年の実績 


