
 

記者資料提供（令和３年 11月 25日） 

一般財団法人神戸観光局 下辻・大黒  

TEL：078-262-1916 FAX：078-230-0808 

JR西日本主催 ちょこっと関西歴史たび 

「多様な文化を育んだ街 神戸」開催について 
 

この度、一般財団法人神戸観光局では、JR西日本が主催する、「ちょこっと関西歴史たび」において、2021年 12月 5日

（日）～2022年 3月 27日（日）の期間で、1２の特別企画を実施いたします。 

１．「ちょこっと関西歴史たび」について 

“歴史を知ると、散策がさらに楽しくなる”をテーマに、個人やグループのお客様にお楽しみいただける、期間限定の特別公

開、特別講座等、魅力ある企画をご紹介する、2013年度春から四季毎に開催されている、JR西日本のキャンペーンです。 

２．ちょこっと関西歴史たび「多様な文化を育んだ街 神戸」キャンペーンについて 

（１）期間：2021年 12月 5日（日）～2022年３月 27日（日） 

（２）エリア：北野、南京町、旧居留地 

（３）概要：2021年度冬は、「開港後の外国文化により根付いた神戸の歴史」をコンセプトに、北野、南京町、 

旧居留地の３エリアにてキャンペーンを開催いたします。 

  （４）協力：神戸市、(一財)神戸観光局、海外移住と文化の交流センター／移住ミュージアム、(一財)日伯協会、 

風見鶏の館、萌黄の館、神戸市立博物館、南京町商店街振興組合、神戸華僑歴史博物館、 

Music Inc.、TOOTH TOOTH 凸凹茶房、TOOTH TOOTH maison 15th、株式会社ノザワ、 

株式会社イスズベーカリー、株式会社ケルン、放香堂珈琲 

 

３．キャンペーン期間中の特別企画について 

別紙参照。 

 

4．新型コロナウイルス感染症対策について 

    手指消毒やマスク着用をはじめ、屋外での体験を中心に換気を十分に行うとともに、密にならないよう注意しつつ実施します。

風邪症状、体調不良、発熱、咳などの症状がある方は、ご参加をお控えくださいますようお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や天候などにより、中止や内容変更が生じる場合がございます。 

 

５．お問い合わせ 

   西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 総務課（広報） 

TEL：06－7668－7012 

 

一般財団法人神戸観光局  

TEL：078-230-1120   時間：平日（月～金）9:00～17：30 



別紙 

JR西日本主催 ちょこっと関西歴史たび 

「多様な文化を育んだ街 神戸」開催について 

キャンペーン期間中の特別企画について 

（１）海外移住と文化の交流センター 「移住ミュージアム」特別展＜北野＞ 

         1928年に国立移民収容所として完成し、第 1回芥川賞受賞作品『蒼氓』（作者：石川達三）の舞台となりまし

た。当時の面影のまま、日本で唯一現存する移住関連の建築物での特別展です。 

 

   ■写真展「日本を旅立つ最後の日々 in 神戸」～ブラジル移民に思いを馳せる～ 

       内容：故郷で見送られ、当センターで過ごし、神戸港から旅立つシーンまでを、写真で展示します。日本での最後の思

い出の地・神戸の当時の町並みも紹介します。  

    ■初公開「らぷらた新聞」 

内容：移民船「らぷらた丸」の航海中に発行された、船内新聞の原物を初公開。『蒼氓』や作者「石川達三」との関わ

りも興味深く紹介します。 

■「移民たちが歩いた道」のイラストマップをプレゼント 

内容：移民船乗船記念碑（メリケンパーク）まで、見どころのガイド付きで歴史探索ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間：2021年 12月 5日（日）～2022年３月 27日（日） 

         ※特別展は下記日程以外開催 

年末年始：2021年 12月 29日（水）～2022年１月３日（月） 

          通常休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日休館） 

時間：10:00～17:00（入館は 16:30 まで） 

場所：海外移住と文化の交流センター 

料金：無料（予約不要） 

お問い合わせ：☎078-230-2891（移住ミュージアム 事務局 〈日伯協会〉） 

 

（２）予約制 海外移住と文化の交流センター 語り部「私の移民史－ブラジル」特別講話＜北野＞ 

       ７歳の時に実際にブラジルのアマゾンに移住された、長谷川さまから当時の思いや体験をお話いただく、期間限定の特

別講話です。 

 

      期間：12月 19日（日）、1月 16日（日）・30日（日）の計 3回 

時間：14：00～15：00（1階で 13:00 より受付） 

場所：海外移住と文化の交流センター ５階 

料金：無料 

定員：各回先着 50名（事前予約制） 

     ※メールにて、希望日・氏名・住所・電話番号を明記のうえ、info@nippaku-k.or.jp までお申し込みください。 

お問い合わせ：☎078-230-2891（移住ミュージアム 事務局 〈日伯協会〉） 

移民１世 NPO 法人ブラジル人コミュニティ CBK 職員 長谷川 様 

【初公開】らぷらた新聞＆らぷらた号 イラストマップ ブラジル移民の歴史と散策路の見どころを案内 

〈表面〉 〈裏面〉 

mailto:info@nippaku-k.or.jp


 （３）予約制 風見鶏の館＆萌黄の館バックヤードツアー ＜北野＞ 

          開港後、外国人の増加による居留地の用地不足であったため、山手の高台に外国人住宅である異人館が集まりま

した。そんな異人館を語るうえで外せない施設である下記の両館にて特別展を実施します。 

風見鶏の館・明星館長が屋根裏部屋と地下室及びラインの館を、また萌黄の館ではとみさわ支配人が使用人の部

屋などをご案内。普段は入れない場所の特別見学ツアーを実施します。 

 

期間：2021年 12月８日（水）、22日（水）、2022年１月 12日（水）、26日（水） 

時間：13：00～15：00（12:50-13:00受付） 

場所：風見鶏の館・萌黄の館（集合：ラインの館） 

定員：各回先着８名（専用予約サイトから 2日前までに要予約） 

料金：2,000円 （当日現金払い）※価格は税込／入館料を含む 

        お問い合わせ：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

 

 

 

 

 

 

 

（４）予約制 孫文の足跡をたどるまちあるき ＜南京町＞ 特別ガイド 

       南京町は外国人居留地の西側に隣接する場所に居を構えた清国の人たちが、商売を始めたのが始まりです。 

辛亥革命で清王朝を倒し、中華民国を建国した孫文。日本にも多大な影響を与えました。孫文ゆかりの場所を 

先生方にご案内いただく、今回だけの特別なツアーです。 

期間：2021年 12月 11日（土）、17日（金）、2022年１月８日（土）、21日（金） 

時間：13:00～16:00（12:50-13:00受付） 

定員：各回先着 10名（専用予約サイトから 2日前までに要ネット予約） 

料金：1,000円 （当日現金払い）※価格は税込 

 

講師：安井 三吉さん（孫文記念館名誉館長） 

※12月 11日（土）、１月 21日（金）をご担当 

陳 來幸さん(兵庫県立大学国際商経学部教授) 

※12月 17日（金）、１月８日（土）をご担当 

 

コース：JR元町駅西口（集合）→兵庫県庁→関帝廟→神戸中華同文学校→諏訪神社→トアロード 

→JR三ノ宮駅（解散） 

       お問い合わせ：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

 

 

 

 

≪専用予約サイト≫ 

≪専用予約サイト≫ 

安井 三吉さん 陳 來幸さん 

萌黄の館 使用人の部屋 萌黄の館 風見鶏の館 屋根裏部屋 風見鶏の館 



（５）南京町デジタルスタンプラリー ＜南京町＞ 

アプリ「SpotTour※」をダウンロード（無料）していただき、指定スポットをすべてめぐった方から 

抽選で２０名様に「南京町商店街商品券（組合加盟店有効）」5,000円分をプレゼント！ 

南京町に設置されている建築物や石像などの歴史が学べるデジタルスタンプラリーです。 

※スポットツアー株式会社が提供する、地域の魅力を案内、12言語対応のデジタル観光ツアーアプリ 

 

期間：2021年 12月５日（日）～2022年２月６日（日） 

場所：南京町 

料金：無料（対象スポットの一部に入場料がかかる施設有り。） 

その他：2022年 2月 1日（火）、４日（金）～６日（日）に「2022南京町春節祭」が 

開催されます。 

お問い合わせ：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

 

（６）予約制 ～神戸旧居留地 Premium Classical Concert～  

TOOTH TOOTH凸凹茶房 特別室にて、開港から明治期の音楽をお届けします。 ＜旧居留地＞  

明治時代に神戸旧居留地で演奏されていた曲を盛り込んだピアノコンサートと、当時の音楽のお話をお聴きいただきま

す。当時のものを再現した衣装や音などをお楽しみください。お食事もセットになっています。 

 

期間：2022年 3月 1日（火）・6日（日）・8日（火）・13日（日） 

15日（火）・21日（月・祝）・25日（金）・27日（日） 

時間：【午前の部】9:30開場 9:50-11:25（9:30-9:45受付） 

【午後の部①】12:10開場 12:30-14:25（12:10-12:25受付） 

【午後の部②】14:50開場 15:10-17:05（14:50-15:05受付） 

場所：TOOTH TOOTH 凸凹茶房 特別室 （神戸市立博物館内） 

定員：各回先着８名（専用予約サイトから３日前までに要ネット予約） 

料金：【午前の部】4,400円（1名～ご予約可能）〈神戸ポークのハムと厚焼きたまごサンドセット〉 

【午後の部①②】5,500円（2名～偶数人でのご予約）〈アフタヌーンティーセット〉 

※価格は税込 ※提供メニューは変更となる場合があります。 

出演者：米本 彩夏さん（ピアニスト）南出 卓さん（ナビゲーター） 

お問い合わせ：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

         催行日 2日前以降の予約に関するお問い合わせ先：神戸市立博物館ミュージアムショップ 

               ☎078-7515-6961／メール:kobe-museumshop@toothtooth.com 

            ※神戸市立博物館ミュージアムショップは 2022年 2月 5日～対応可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪SpotTour はこちら≫ 

[iOS] 

[Android] 

≪専用予約サイト≫ 

米本 彩夏さん 南出 卓さん TOOTH TOOTH 凸凹茶房 特別室 

mailto:kobe-museumshop@toothtooth.com


（７）予約制 神戸市立博物館コレクションで巡る神戸旧居留地＜旧居留地＞ 

      神戸市立博物館のコレクションを通して、神戸旧居留地の歴史を体感していただく普段実施していない特別講座で

す。神戸の近代史を専門とする学芸員による講義、展示解説に加えて、普段ガラス越しにしか観ることができない貴重

な資料を、特別に間近でご覧いただきます。 

 

期間：2022年２月 19日（土）、３月 12日（土） 

時間：14:00～16:00（13:30-14:00受付） 

場所：神戸市立博物館（３階会議室、1階展示室） 

定員：各回先着 10名（専用予約サイトから２日前までに要ネット予約） 

料金：1,000円 （当日現金払い）※価格は税込 

問い合わせ先：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

 

 

 

（８）神戸市立博物館コレクション展示室（２階）の観覧料 特別割引＜旧居留地＞ 

「ちょこっと関西歴史たび」のパンフレットをご提示の方は通常の観覧料 300円を 200円に割引いたします。 

 

期間：2022年２月５日（土）～2022年３月 27日（日） 

※原則として月曜休館（祝休日の場合は翌平日に休館） 

時間：9:30～17:30（入館は 17:00 まで） 

         ※金・土曜日は 19:30 まで開館（入館は 19:00 まで） 

場所：神戸市立博物館 

問い合わせ先：☎078-391-0035(神戸市立博物館) 

 

（９）予約制 ハイカラ神戸の原点、開港場の中枢へ＆旧居留地十五番館でのランチ＜旧居留地＞ 

        建築家・神戸大学特命講師で、人気のまちあるき番組にも案内人として出演された、小代薫さんに旧居留地をガイ

ドしていただきます。途中、TOOTH TOOTH maison 15th でランチをいただき、普段は見られない免震装置も特別

に見学いただきます。 

 

期間：2022年２月９日（水）、19日（土）、３月５日（土）、15日（火） 

時間：10:00～14:00（9:50-10:00受付） 

定員：各回先着 15名（専用予約サイトから２日前までに要ネット予約） 

料金：4,000円 （当日現金払い）※価格は税込／ランチ代を含む 

講師：小代 薫さん（建築家・神戸大学特命講師） 

コース：JR三ノ宮駅中央改札口（集合）→神戸市立博物館 

→旧神戸居留地十五番館（地下免震装置見学・ランチ） 

→商船三井ビルディング→38番館→三宮神社 

→JR三ノ宮駅（解散） ※歩程約３km 

      お問い合わせ先：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

 

 

小代 薫さん 

神戸市立博物館 

長谷川小信（二代貞信） 

摂州神戸海岸繁栄之図 

明治4年（1871） 

≪専用予約サイト≫ 

≪専用予約サイト≫ 



（10）予約制 神戸学マイスターと巡る旧居留地界隈 ＜旧居留地＞ 

～東洋一美しいと言われた旧居留地、ハイカラの原点元町商店街、三大中華街南京町を散策～ 

       神戸のことを知り尽くした神戸学マイスター（神戸学検定上級合格者）に、旧居留地界隈をご案内いただきます。 

 

期間：2022年２月５日（土）～３月 26日（土）の毎週土曜日 

時間：10:00～12:00（10:00受付） 

定員：各回先着 15名（専用予約サイトから２日前までに要ネット予約）  

料金：無料 

講師：タウンガイド KOBE24（神戸の観光ボランティアガイド団体） 

コース：日銀神戸支店前（集合）→神戸市立博物館（ジオラマ）→日本真珠会館→旧神戸居留地十五番館 

→商船三井ビルディング→三宮神社→元町商店街（１番街、３丁目）→南京町（解散） 

お問い合わせ先：☎078-230-1120(〈一財〉神戸観光局〈平日 9:00-17:30〉) 

 

（11）期間限定「ちょこっと関西」にちなんだ「チョコ」の特別パンをイスズベーカリー＆ケルンで販売 

      開港から続く神戸のパン文化。昭和 21 年（1946 年）から続く神戸の老舗、イスズベーカリーとケルンで「ちょこっと関

西歴史たび」専用の特別な企画商品（チョコ系）を期間限定で販売します。 

 

期間：2021年 12月５日（日）～2022年３月 27日（日） 

時間：各店舗営業時間内（アクセス、定休日などは各公式サイトをご覧ください。） 

場所：イスズベーカリー／本店、北野坂店、生田ロード店、元町店 

ケルン／三宮店他、全店 

料金：205円（イスズベーカリー）、３45円（ケルン） ※価格は税込 

定員：材料がなくなり次第終了／１日（イスズベーカリー） 

先着 20個／1日（ケルン） 

問い合わせ先：☎078-241-4180（株式会社イスズベーカリー 本社） 

          ☎078-841-0720（ケルン 本社） 

 

（12）明治初期から続く珈琲店、放香堂珈琲で特別メニューの企画  

      1878 年（明治 11 年）よりコーヒーを提供していた同店で、「ちょこっと関西歴史たび」のパンフレットを提示すると

「ちょこっと関西歴史たび」特別オリジナルブレンドコーヒーとケーキセットを特別価格でご提供。さらに、オリジナルパッケー

ジの「ドリップ珈琲パック」をお土産にプレゼント。 

期間：2021年 12月 5日（日）～2022年３月 27日（日） 

定休日：水曜 ※年末年始営業（水曜除く） 

時間：8:00～17:30（ラストオーダー17:00） 

場所：放香堂珈琲 

料金：935円 ※価格は税込  

定員：先着 1,000名 

その他：神戸市立博物館で 2月 5日（土）～3月 27日（日）に当時の木版画を展示。 

お問い合わせ先：☎078-321-5454（放香堂珈琲） 

特別ブレンドセット 

≪専用予約サイト≫ 

オリジナルパッケージ 

「ドリップ珈琲パック」 

ブラックホール／イスズベーカリー 

ショコラオランジェ／ケルン 


