
●  会話をする際や、人との距離が近い場合は、マスクの着用をお願いします。
● 発熱や体調不良の疑いがある方は来場をご遠慮ください。● スタッフの誘導にご協力お願いします。
● 間隔をあけて並び、お買い物はスムーズにお願いします。● 遊歩道では通行の妨げにならないようご注意ください。
● 食器類以外のゴミは各自でお持ち帰りください。食器類は各飲食店の返却ボックスへお願いします。
● 安心して開催できるよう、マナーと思いやり、ゆずる心、優しさ、想像力を持って、すべての人に接しましょう。

みんなの安心のために

主催：神戸市・食都神戸運営共同事業体　共催：一般社団法人 KOBE FARMERS MARKET　
協力：すまうら水産有限責任事業組合
お問い合わせ： 神戸市総合コールセンター （年中無休8:00〜21:00）0570-083330または078-333-3330
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トーク「URBAN FARMING サミット」

トーク「神戸におけるサーキュラーエコノミーを考える」

音楽ライブ（川辺ゆかと赤澤淳）

トーク「豊作豊漁祈願クイズ大会」

音楽ライブ（金子鉄心）

FARMERS MARKET 同時開催（10:00-15:00）
画家 植田真のライブペインティング10/29 土

トーク「今あるものでつくる、神戸のごはん」（高山なおみ）

音楽ライブ（SANDHYA）

トーク「神戸の農村 & 漁村サイクリングレポート」（Cycle 編集部）

音楽ライブ（BACHIKONDOOO） 
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FARMERS MARKET 同時開催（10:00-15:00）
画家 植田真のライブペインティング10/30 日
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みんなで願う豊作と豊漁みんなで願う豊作と豊漁みんなで願う豊作と豊漁みんなで願う豊作と豊漁

イベント内容・時間などは変更になる場合があります。
詳細は EAT LOCAL KOBE の SNS や WEB サイトをご確認ください。
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EAT LOCAL KOBE eatlocalkobe #eatlocalkobe
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FARM to FORK は
食都神戸の事業の一環として行われています。 食都神戸



KOBE LOCAL MUSICIAN
川辺ゆかと赤澤淳
国境を越え、めぐる歌。豊漁豊作を祝う
歌、天空の目、チベットの金の目の魚、連
なる歌を、声と弦楽器ブズーキが奏でます。

10/29（土）13:00～

金子鉄心
欧州音楽座「鞴座（ふいござ）」
主宰。イーリアンパイプスとティン
ホイッスルの独奏で会場を彩ります。

10/29（土）15:20～

SANDHYA
月と太陽がまじわる神秘の
時間。すべての存在ととも
に奏でる祈り。笛、太鼓、
絃と声からなる響き。

10/30（日）12:10～

BACHIKONDOOO
西アフリカの太鼓を中心とした音楽
とダンスのグループ。西アフリカの
リズムでみんなで踊ろう!祝おう！

10/30（日）14:00～

FARM to FORK は、地産地消を通じて産地と都市の “ 心の距離 ”を近づけるためのお祭りです。今年は
「みんなで願う 豊作と豊漁」がテーマ ! 農家さん、漁師さん、食べる私たちが近い神戸だから、一緒に
お互いの幸せを願い合いたい。そして願うだけでなく、もっと応援しあえたら素敵です。「ありがとう!」
「おたがいさま!」そんな想いでつながるまち・神戸を願い開催する、秋の二日間。須磨海岸でお待ちしています !

植田真

神戸在住の画家・植田真さんが、
2日間かけて即興で巨大なキャンバ
スにアートを描きます。

10 /29（土）随時  
10/30（日）随時・14:30～フィナーレ

LIVE PAINTING
土曜の朝に市内各地で通年開催
中。市内の農漁業者やお店を中心
に、雑貨の販売やアップサイクルを
テーマにした物販など様々な出店を
予定しています。

10/29（土） 10:00～15:00  10/30（日） 10:00～15:00

FARMERS MARKET

カヌー
須磨の海を満喫できる二人乗りカ
ヌー体験。プロのインストラクターが、
パドルの握り方から漕ぎ方まで教え
る初心者でも安心なプログラム。

10/29（土）・ 10/30（日） 随時

当日参加自由・有料 当日参加自由・無料ビーチヨガ
須磨の海を目の前に、開放感のある
砂浜で楽しむヨガプログラム。

10/30（日）①10:00～ ②13:00～

10/29（土）①11:00～ ②13:00～
                ③15:00～

WORKSHOP
茅葺に触れる
北区淡河町に拠点を置く茅葺職人
チーム「くさかんむり」と共に、実際
に茅葺を触って、編み、オブジェを
作りながらその魅力を伝えます。

10/29（土） 随時
10/30（日） 随時

当日参加自由・無料カホン作り
六甲山で採れた間伐材を使ってカホ
ンという打楽器を作ります。森林の資
源活用方法や山を守る大切さ、木の
良さやものづくりの楽しさを伝えます。

10/29（土）11:00～

事前予約制・有料

※予約はELKのSNS・WEBサイトをご確認ください。

TALK AND EVENT
今あるものでつくる、神戸のごはん
高山なおみ（料理家）

料理家・文筆家として活動す
る、神戸在住、高山なおみさ
んと「今あるものでつくる」こ
とを楽しみます。今回は調理
デモンストレーションをしなが
らトーク! 神戸を旅して食べ
たおいしいお話を中心に♪

10/30（日） 11: 00 ～

みんなでお神輿わっしょい !
「豊作と豊漁」を願って、この
お祭りのために作られたお神
輿を、漁師さん、農家さん、
私たち、みんなで力を合わせ
て担ぎ、須磨海岸を練り歩き
ます。わっしょい！わっしょい！
みんなでわっしょい！

10/29（土） 13:30～
10/30（日） 14:30～

神戸の農村 & 漁村サイクリングレポート

10/30（日）12:50～

［ゲスト］杉谷紗香（cycle 編集部）

10 月初旬に開催された神戸市内
の農村と漁村それぞれを巡る自転車
ツアーを取材いただいた『自転車
のフリーペーパー cycle』編集部を
招き、サイクリング視点で見た神戸
の良さについて伺います。

神戸におけるサーキュラーエコノミーを考える 

10/29（土）11:30～

［ゲスト］相良育弥（くさかんむり・茅葺職人）、
西村周治（西村組・廃屋建築家） 

［聞き手］KOBE FARMERS MARKET 小泉寛明

ヨーロッパを中心に広がるサーキュ
ラーエコノミー（循環型経済）とい
う概念。神戸での事例を参考に、
神戸でできることを考えます。 
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神戸の農 林 漁 業 者を招いたトークも開 催 。身 近な実 践 者の話をぜひ聞いてみよう!

豊作豊漁祈願クイズ大会

10/29（土） 14:00～

［ゲスト］若林良（すまうら水産）、森本聖子（北区農家）、
尻池宏典（神戸ペアトローリングス）、山﨑正夫（SHARE 
WOODS）

［聞き手］KOBE FARMERS MARKET 小泉亜由美

農家や漁師さんがタッグを組
んで、神戸にまつわる「じつは」
なクイズを出し合い競います！

URBAN FARMING サミット

10/29（土） 10:30～

［ゲスト］宮本健司（北野エディブルヤード、塩屋9丁目他）、
服部真貴（ウンガノハタケ）、角野史和（おさんぽ畑）

［聞き手］KOBE FARMERS MARKET 衞藤玄海

神戸市内のまちなかで土を耕し野
菜や植物を育てる活動を行ってい
る人たちが活動報告や課題、これ
からについて話し合います。 

※ステージのトークやライブでは、ソーシャルディスタンスに配慮しながら演者がマスクを外し登壇する予定です。ご理解をお願いします。


