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瀟洒な洋館（ 異人館）が立ち並び、

開港後の神戸の歴史を一段と感じ

させる、 北野町。 その界隈に在日

インド 人のための社交クラブや、 日

本初のモスクがあることをご存知で

しょうか。 これらが物語るのは、こ

の街が実に奥深く多面的な文化で

構成されているということ。レベル2

では、 こうした知られざる神戸の文

化を再発見する旅へ出かけます。

北野町山本通の風景。 明治時代から大正時代

にかけて、 この辺りには外国人の邸宅として200
余棟の異人館が建てられ、 今もその一部が残る
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［ 中央区加納町］

神戸は農業が盛んであるにもかかわらず、 そのことは地元市民にも今ひ

とつ知られていませんでした。 そこで地産地消を掲げ、 2015年に始まっ

たのが、 ファーマーズマーケット 。 春夏秋冬と1年を通して、 毎週土曜

の午前を中心に、 都会のど真ん中に朝市が立つようになりました。 並

木の下、 農家の軽トラックがそのまま販売ブースとなり、 神戸市産を中

心に野菜や米、 果物の他、 老舗の豆腐、 人気店のパンやお菓子など

が所狭しと並びます。 季節ごとに無料のイベント や料理教室も開催され

ます。 アメリカ・ ポート ランド の農家が神戸を訪れた際、「 ここは滞在型

だね」と述べたほど、 ゆっくり過ごす人が多いそうです。 ある農家さんは

「 最初は“神戸野菜を買いに来ました”と言う声も多かったけど、 最近は

“美味しいから今日も来ました”、って言う声が増えて嬉しい」と言います。

ローカルの美味しいものを囲んで、 人と人が出会うための朝市は、 今

や居心地の良い空間として人々の間に定着しているようです。

農家と消費者をつなぐ朝市が神戸のいつもの風景に

EAT LOCAL KOBE
FARMERS MARKET

都会のイメージが強い神戸ですが、 実は面積の約3分の1を

農村エリアが占めています。 さらにその3分の1近くが農地で、

農家人口は2万人ほど。 近畿2府4県の198の市町村のうち3

位（ ※）の農業生産額を誇ります。 そんな神戸の農業は、 生

産地と消費地の距離が車で30～40分ほどという地理的環境

を生かした、 都市近郊型。 近年は「 EAT LOCAL KOBE」を合

言葉に、 地産地消を推進しています。

※「 平成29年市町村別農業産出額（ 推計）」（ 農林水産省、 2019年3月公表）

暮らしに、 そっと寄り添う

作り手と食べ手が近い神戸の農
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神戸の中心部、 中央区では100カ国12,000人近い外国人

が暮らしていて、 その比率は区全体の人口の約1割を占める

そうです（ ※）。 今日、「 多文化共生」を謳う 神戸には、 開港

以来、 欧米の貿易商をはじめ多く の外国人が居住したり、

南京町のような外国人街ができたりと、“ コスモポリタン・ シ

ティ ”としての長い歴史があります。 そんな神戸で、 最も“ 多

国籍の街”を感じるエリアのひとつが、 北野町です。

あらゆる国と文化が融合し

あらゆる人に開かれた街

UN I -QUES T  K OB E

イート  ローカル コーべ
ファーマーズ マーケット

JR三ノ宮駅・各線三宮駅から徒歩約8分の公園「 東遊

園地」で、 ほぼ毎週土曜10時～13時開催（ 季節により

異なる）。 雨でも実施、 荒天は中止

※3月の開催予定： 7日（ 土）、 14日（ 土）、 21日（ 土）

※4月以降はHPにて確認を   http://eatlocalkobe.org

＼毎週土曜の朝に新鮮野菜が集まる！／

神戸北野異人館街
異人館が多く 残るエリア。 公開されているもの

だけでも14棟で、 国指定重要文化財の異人館

もあり、「 伝統的建造物群保存地区」に指定され

ている。 お洒落なカフェや土産物店、 雑貨店

も多く 、 神戸随一の観光スポットでもある

https:/ /www.kobeijinkan.com

＼神戸で最も異国情緒に溢れた場所／

神戸・北野 パールストリート物語

＼神戸の真珠産業を支える多国籍の人々／

中心部・ 三宮から北野町へまっすぐ延びる北野坂。 その途中に交差する

「 パールストリート 」は、 界隈に真珠の卸・ 加工業者が集まっていることから

名付けられました。 19世紀末から 20世紀初頭にかけて養殖真珠の技術が

国内で確立すると、 伊勢などの養殖場に近い神戸港が輸出の拠点となり

ます。 真珠を扱う 商人は国内に限らず、 欧米、 アジアなど様々で、 彼ら

の中には、 神戸への定住を選ぶ者もいました。 そうして今日でも、 多彩な

国籍の人々が神戸の真珠産業を支えています。
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※神戸市中央区ホームページより（ 2019年11月更新）

撮影協力：大洋真珠（ 上 写真）
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インドクラブこうべ

☎078･221･8525
神戸市中央区山本通1･7･15
※水土限定のランチ営業11:00～14:00（ 事前予約が望ましい）

こうべムスリムモスク

☎078･231･6060　 神戸市中央区中山手通２ ･25･14
※見学時は露出の多い服装は避け、 女性は頭を布（ ヒ

ジャーブ）で覆いましょう

右頁２枚／ファーマーズマーケット が開かれる「 東遊園地」の並木の広場。 新鮮

なローカルフードを求めて毎回、 大勢の人が集う　 上／それぞれの野菜の特長

を黒板に書いて販売する、 北区の農家・村田智洋さん　 下／夏場にはスイート

コーンを茎の付いた株ごと持ってきて、 お客さんに擬似的にもいでもらう光景も

北野坂からパールスト リート を西に進むと、 突如現れる

オリエンタルな建築。 1935（ 昭和10）年、 神戸にゆかり

を持つムスリム（ イスラム教徒）たちの寄進によって設立さ

れた、 日本初のモスクです。 頑強な本殿は、 神戸大空

襲でも被害を受けず、 阪神・ 淡路大震災の時には避難

所として近隣住民に開放されたそう 。 信者以外の訪問、

見学も大歓迎なモスクです。

［ 中央区山本通］

北野坂の途中にあるこちらは、1904（ 明治37）年に設立された、

在日インド 人のための会員制クラブ。 現在、 北野界隈だけで

も1,000人近いインド 人が暮らしている神戸において、 祖国の

伝統や文化を伝え残すために、 歌や踊り、 映画のイベントなど

を定期的に行っています。 約6年前から曜日限定で、 一般の

人に向けて手頃な価格で手作りランチメニューを提供。 毎週

水曜が北インド料理、 毎週土曜が南インド菜食料理です。

インド 人と界隈すべての人のために

インド クラブ神戸

［ 中央区中山手通］

誰でもウェルカムな日本初のムスリムモスク

神戸ムスリムモスク

左／ 50年程前に真珠貿易を営むご両親とともに来日した、 オーナーのバーベン・ジャベリー

さん（ 中央）　 右／水曜のランチメニュー（ 一例）

食都神戸 GASTROPOLIS KOBE
＼世界に誇る「 新しい食文化」の都へ／

右／毎週金曜は、 何百人という信徒が祈りを捧げに訪れるという　 左／美しく 装丁さ

れた、 クルアーン（ コーラン）

豊かな食文化に恵まれた神戸市の都市戦略「 食都神戸」。 美味しさはもちろん、

地産地消や健康、 環境負荷、 エネルギー循環などに配慮した「 新しい食文化」の

発信地として、 食で賑わい、 世界中から注目される食の都を目指します。

アグリツーリズムを推進する神戸では、 北区・西

区の複数の農園で、 味覚狩りや収穫体験を楽

しむことができます。 今がシーズンのイチゴ狩り

は特に人気が高く 、 事前予約が必要

くだもの狩り

旬のフルーツ・ やさい収穫体験

「 道の駅　 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢

（ おおぞう ）」内にある、 食と農の発信基地。“地

産地消を遊ぼう！”をコンセプト に、 新鮮野菜・

果物が並ぶ直売所や、 旬の食材を使った食

事を提供する食堂などで構成されています

☎078･954･1940　 神戸市北区大沢町上大沢

2150　 x 9:30~18:00（ 施設により異なる）

http:// fruit- flowerpark.jp

FARM CIRCUS

「 道の駅」内の食と農の発信基地

ファーム サーカス

http:/ /www.kobe-kanko-engei.jp
神戸市観光園芸協会

＼詳しく は  食都神戸HPへ／

食に関する神戸の取

り組み、神戸の野菜や

果物、食のイベントなど

について、 ご紹介して

います

https:/ /www.gastropol iskobe.org
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元は築約60年の診療所だったという神戸ゲストハウ

ス萬家。 朴さんが地元の人たち、 のべ300人と一

緒にリノベした。 客室は、 男女混合や女性専用ドミ

トリーの他、 シングルルームなどもある。 バス・ト イ

レ共用の素泊まりで、 食事は宿周辺の飲食店を、

湯船に浸かりたい人には近所の温泉を案内してくれる

上右／新鮮野菜が並ぶFARMSTAND　 上左／小泉亜由美さん　 下右／この日、 ファームスタンドにイチゴを届けにき

た、北区の農家・森本聖子（ しょうこ）さん　 下左／北区にある弓削牧場のソフトクリームを使った「 いちごパフェ 」（ 左）と、

イチゴデニッシュ。 カフェでは、 季節に応じて変わる神戸尽くしの日替わりランチやデザートがいただける

上／神戸ゲスト ハウス萬家の共用スペースは、 木材を基調とした温かみのある空間。

宿泊者たちは毎夜ここに集まって、 語り合ったり、 旅の記録をSNSにアップしたり、

思い思いに過ごす　 下右／オーナーの朴徹雄さん（ 右）。 萬家のスタッフの1人、 杉浦

さんと

ファームスタンド

☎050･5338･6667
神戸市中央区山本通1･7･15
KITANOMAD1F
x 9:00 ～ 18:00　 定休日なし

こうべゲスト ハウス　 まや

☎078･940･2809（ 受付時間 8:00 ～ 22:00）　 神戸市灘区城内通4･4･10　
予約・問い合わせ ☎090･9856･8280（ 受付時間 8:00 ～ 22:00）　 e-mail : info＠kobemaya.com

［ 灘区城内通］

北野町から徒歩と電車で約20分、灘区にある「 神戸ゲストハウス萬家」。世

界中から旅行者がやって来る、このゲストハウスのオーナーは、生まれも育ち

も韓国・ソウルの朴徹雄（ パク・チョルン）さんです。朴さんが「 世界と地域をつ

なぎたい」という思いから萬家を開業したのは、 2017年のこと。オープンまでの

2年間、近所の水道筋商店街でアルバイトやイベントボランティアをしながら、

地域とのつながりを強めていったそうです。そんな萬家で人気の“つまみぐいツ

アー”は、週1回、宿泊者を対象とした水道筋商店街での食べ歩き。「 リアルな

神戸を感じてほしい」と始めた催しです。実際、萬家に泊まって、庶民的なこ

の町の魅力に気づき、再訪するお客様も多く、中には移住した人もいるとか。

朴さんの当初の目標、「 様 な々国からやって来た旅行者と地域住民が交流し

て、互いに理解、尊重し合うこと」は、すでに叶いつつある今、次なる目標は「 神

戸の情報を、より多くの旅人へ発信すること！」

暮らすように旅してわかる神戸の魅力を発信

旅行者と地域住民をつなぐ宿

神戸ゲスト ハウス萬家

［ 中央区山本通］

ファーマーズマーケット が週1回開催される青空

市場ならば、 毎日、 神戸のこだわり野菜を買うこ

とができるのが、 こちらのファームスタンドです。

北区や西区の農家が、 自ら野菜を運び込む光景

もしばしばで、 そうした新鮮食材を使ったランチ

や自家製スイーツを提供するカフェも併設してい

ます。 ファーマーズマーケット とファームスタンド

を運営する小泉亜由美さんは、「 子どもや若い人

たちに、 もっと農を身近に感じてほしい」と言いま

す。 そこで、 新規就農者や就農希望者が情報交

換や相談のために集まる機会を設けたり、 農家

が講師になる教室や子ども食堂を開催したり。

ファームスタンドは、 時に農業の担い手と支え合

う場になり、 時に都市部の生活者に“農”と“食”の

魅力を伝える機能も果たします。「 ここから都市部

と、 実体験できる農村部をつなげたいんです」と

小泉さんは熱意を込めます。

都市部から農を発信する

ローカルフード のスタンドショップ

FARMSTAND
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ソルティドッグにゴブレットを使うのは、「 師匠がね、 たっぷり飲んでもらいたいからって」。 パ

フェなんかも作ってく れる自由さは、 辰巳さん流。 お客さん想いなのは、 師弟ともに

☎080･9026･9154　 神戸市中央区波止場町5･5　 神戸ポートタワー展望台3F回
転フロア　 x 平日13:00～24:00（ 23:30LO）、 日祝神戸ポートタワーに準ずる　 ◯料 入
館料　 大人700円が必要（ 19時以降300円）　 https:/ /www.saketarulounge.com

サケ  タル ラウンジ

［ 中央区中山手通］

バーテンダー初の神戸マイスター（ 卓越した技術・ 技能者を認

定）だった、 岡野公一さん。 その岡野さんの弟子の1人、 辰巳

ナオキさんが、 師匠の屋号を引き継いでオープンしたのが「 馬

車屋」です。 辰巳さんは屋号を継ぐ許しを得た後も、 大阪・ 北

新地の自身のバーで実績を積み、 50歳を機に、 15年ぶりに「 馬

車屋」の看板を神戸の地に掲げました。先代の頃からの名物「 ソ

ルティドッグ」は、 柔らかい口当たりを大切にしてフレッシュ果

汁を使い、 グラスの縁につける塩も控えめ。 岡野一門の味とお

もてなしの心に惹かれ、 今宵も訪れる人が1人、 また1人。

名バーテンダーから受け継がれた、 愉悦のカクテル

COCKTAIL BAR 馬車屋

酒肴は、 地元の人気ショ コラトリー「 JOICE」のチョ コや神戸元町のカレー店「 Cini 
Curry」のスパイスししゃもなど。 インテリアには杉樽や六甲山の間伐材などを再利用

［ 中央区波止場町］

店内が360度回転する日本酒バーが、 昨年6月、 神戸

のランドマーク「 神戸ポート タワー」の展望回転フロアに

オープンしました。 1周約20分、 神戸の山、 海、 街……

全てが見渡せる至福のひととき。 開放感に身を委ねなが

ら、 酒どころ“灘五郷”の26蔵の酒を味わうことができま

す。 その中には、 小さな酒蔵に何度もお願いをしてよう

やく 置かせてもらえたという貴重な酒や、 他の店では飲

むことのできない稀少な1本も。 酒樽をイメージした壁

面は、 樹齢100年以上の杉の木で作られた酒樽を再利

用しているそうで、 細部まで神戸らしさが宿ります。

神戸を感じる、 ファンタスティックな日本酒バー

SAKE TARU LOUNGE

アーティストを迎えたアートト ークや、 好きな本を持ち寄って語り合う“本プレ”など、 イベント

も不定期開催。 スタッフおすすめは、 地ウイスキーを使ったクランベリーハイボール

［ 中央区三宮町］

☎078･331･2633　 神戸市中央区三宮町3･1･16　 三星ビル2～4F　
x  月～金17:00 ～ 23:00LO、 土日祝15:00 ～ 23:00LO　 水定休

https://www.bookstacksbar.com

しょこバー／バー、 ギャラリー、 ブックスト ア＆コワーキング

☎078･332･8087　 神戸市中央区中山手通1･14･12　 ゴールドウッズ85番地ビル2F　
x  15:00 ～ 24:00（ 23： 30LO）　 不定休（ Facebookで要確認）

https://www.facebook.com/nhathrun0411/

カクテルバー ばしゃや

旧居留地そばのビル２階。 心地良い熱気に満ちたこちらは、デザ

イン事務所の資料庫を改装したバー。同じビル内には、ギャラリー、

書店、コワーキングスペースが併設されています。カクテル片手に、

アートブックやデザイン書をめくれば、なんだか創造意欲が湧いて

きます。「 芸術に触れて、ここを訪れる人の感性が磨かれるような

空間にしたい」と、オーナーでありクリエイティブディレクターの濱

さん。 カウンターだけのこぢんまりした空間で、 独り静かに画集に

耽るもよし、 隣り合った人と議論に花を咲かせるのもまた、よし。

クリエイティブ脳が刺激される、 アートなバー

書庫バー／Bar ,Gal ler y,
Bookstor e &  Co- Wor king

ナイトタイムエコノミー（ 夜間帯の経済活動）の重要性が叫ばれる

昨今、神戸の夜もますます充実しています。ローカルガイドと立ち

飲み屋やバーなどを訪れるシティツアーが催行されたり、 神戸市

立博物館（ P11）では毎週土曜の夜に開館時間を延長したり。

最近では深夜営業の飲食店紹介サイト「 Eat KOBE Night」（ ※）

もオープン。ジャズクラブの生演奏や、ディナーク

ルージングの後にも楽しめる1軒が揃っています。

※ https://eat-kobenight.jp/ jp/

酒に酔うか、 雰囲気に酔うか

名店揃いの神戸の夜
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https://www.saketarulounge.com
https://www.bookstacksbar.com
https://www.facebook.com/nhathrun0411/
https://eat-kobenight.jp/jp/


六甲山上駅すぐの展望スポット「 天覧台」からは、 晴れた日には、 神戸市内のみならず大阪湾までも一

望することができる。 夜には“1000万ドルの夜景”とも称される、 まばゆい神戸の街が眼下に
登山も良いけどもっと気楽に、

という方には、 ケーブルカーが

おすすめ。 六甲山の麓から六

甲山上を約10分で 結びます

○料 大人片道600円

レスト ランやカフェ 、 ショ ップが点在する複合施設。「 見晴ら

しの塔」をはじめ、 多彩なビューポイント が揃います。 お土

産には、六甲山に咲く 花々から採れた蜂蜜、通称「 やまみつ」

がおすすめ。 敷地内の雑貨ショップ「 ホルティ 」などで購入可能

☎078･894･2281　 灘区六甲

山町五介山1877･9　 x 9:30
～21:00（ 季節、曜日、天候、店

舗により異なる）　 無休（ 冬期

は店舗により不定休あり）　 ※

3月3日（ 火）・ 4日（ 水）休み

羊やヤギが放牧されている観光牧場。 売店のイチオシは、

牧場内で搾った牛乳（ 冬期は販売休止、 3月7日から販売再

開）。 成分調整をせず、 低温殺菌しただけの牛乳は濃厚な味

わいです。 乳製品作りや羊毛クラフト 作りなどの体験も充実

☎078･891･0280　 灘区六甲

山町中一里山1･1　 x 9:00 ～

17:00（ 季節により延長あり）　

火定休　※3月31日（ 火）～10月
末は無休　 ○料 大人500円

六甲山ミツバチ やまみつ

「 百花蜜」980円
六甲山ミツバチ やまみつ

ラスク（ 9枚入）540円

神戸の繁華街・三宮から、電車とバスとケーブルカー

を乗り継いでも1時間以内。 標高約931ｍの最高峰

を中心に、 東西約30kmに連なる六甲山系は、 明

治時代初期から人気のマウンテンリゾートです。

K OB E COL U M N

阪神本線御影駅・ JR六甲道駅・ 阪急神戸線六甲駅から

神戸市バスに乗車。 六甲ケーブル下駅で下車後、 六

甲ケーブルに乗り換え、六甲山上駅へ。山上の各スポッ

ト はバスで巡ることができます

アクセス

オールシーズン。春は

新緑、秋は紅葉、冬は

夜景。夏は市街地より

も約5℃低いと言われ、

「 布引の滝」をはじめ涼

感スポット が多数

ベストシーズン

約20分～約5時間30分。「 新神戸駅から徒歩0分の登

山道」「 芦屋ロックガーデンを通るルート 」など、 近代ア

ルピニズム発祥の地・ 六甲山には、 初級者～上級者向

けのコースが揃います。 下山は、 有馬温泉経由が人気

登頂時間（ 目安）

六甲高山植物園、 六甲オルゴールミュージアム、 六甲

山カンツリーハウス、 天覧台など。 西方には日本三大

夜景の1つ、 摩耶山掬星台（ きくせいだい）も

周辺の主な施設

立ち寄りスポット 六甲ガーデンテラス

立ち寄りスポット 六甲山牧場

六甲ケーブル

山頂から有馬温泉へはロープ

ウェーで。 この3月20日にゴン

ドラがリニューアル！　 大きなガ

ラス面からスリルある眺望が楽

しめます　 ○料 大人片道1,030円

六甲有馬ロープウェー

©  KOBE TOURISM BUREAU

©  KOBE TOURISM BUREAU© KOBE TOURISM BUREAU

※3月19日（ 木）まで運休

© KOBE TOURISM BUREAU

NEWS

六甲摩耶スカイシャトルバス
六甲山上バス

六甲山頂駅

0 50 0m

六
甲
ケ
ー
ブ
ル

六甲ガーデンテラス

六甲有馬ロープウェー

六甲山上駅 天覧台六甲山牧場

六甲
高山植物園

六甲駅･六甲道駅 六甲ケーブル下駅
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