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神戸ルミナリエ presents
「ロソーネまちなかミュージアム」について
「神戸ルミナリエ」は、阪神・淡路大震災犠牲者への鎮魂の意を込めると共に、都市の復
興・再生への夢と希望を託して、
大震災の起こった平成７年の 12 月に初めて開催しました。
以来、震災の記憶を後世に語り継ぐとともに神戸の希望を象徴する行事として多くの皆様
に支えられ開催してきました。
本年行事につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりましたが、神戸
ルミナリエの意義を継承するとともに、次回開催ヘの願いを込め、別紙のとおり事業を実施
いたします。
【主 催】
神戸ルミナリエ組織委員会

（ 会長

久 元 喜 造 ）

（構成団体）
兵庫県/神戸市/神戸商工会議所/（公社）ひょうご観光本部/（一財）神戸観光局
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１ 開催概要
（１） 事業名
神戸ルミナリエ presents「ロソーネまちなかミュージアム」
（２） 趣

旨

三密の回避に配慮しながら市内周遊を促し、神戸ルミナリエの意義を継承するとと
もに次回開催ヘの願いを込める。
（３） 実施内容
ルミナリエ作品の一部「ロソーネ※1」を神戸市内に分散して展示するほか、これま
での作品や歴史を振り返るパネル等を展示します（パネル展示については三宮中央通
り等でも実施）
。また、例年神戸ルミナリエの会場であった東遊園地では、万能塀に 1995
年第１回から 2019 年第 25 回までの作品ポスターを掲出するとともに、慰霊と復興の
ゾーンでは 1995 年第 1 回の作品の「ロソーネ」を設置します。
with コロナを意識した取り組みとして、一般財団法人神戸観光局と協同し、スマー
トフォンアプリ「Spot Tour※2」を活用し、上記箇所を非接触型のデジタルスタンプラ
リーでめぐっていただくことで、市内の回遊性を向上させるととともに、神戸ルミナリ
エの意義を語り継ぎ、来年の再開への機運を醸成します。
※1「ロソーネ」とは…イタリア語で“バラ窓”を意味する。アーチ型の作品（ガレ
リア）の最終地点に設置されている直径約３ｍのルミナリエ
作品。
※2「Spot Tour」とは…登録されている地域の観光スポットを巡るデジタルツアーに
参加して観光スポットを訪問すると、位置情報を用いてデジ
タルスタンプを収集ができる他、観光スポットを訪問した日
時や写真が履歴としてアプリ内に保存されるデジタル観光
ツアーガイドアプリ（会員登録不要、無料）
。
＜ロソーネ及びパネル等 展示場所＞
神戸朝日ビル、神戸ポートミュージアム南側緑地、三宮センター街、南京町、東遊園地、
元町通 1 丁目（HITODE 交差点）
、メリケンパーク
※南京町では 12 月 3 日からランタンフェアを実施しています。
＜パネル等展示場所＞
三宮中央通り、北野町広場、元町商店街（元町１番街商店街インフォメーション）
（４） 期

間

令和３年 12 月 3 日（金）～12 月 12 日（日） １０日間
（５） 点灯時間
日没頃～21:00 頃
※点灯式等は行いません。
※混雑状況により消灯予定時間より前に作品を消灯する場合がございます。
事業詳細はこちら↓
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作品制作ディレクターからのメッセージ

In uno spirito di unità
Tutti sperimentiamo situazioni difficili nel lungo cammino della vita. Nonostante l'incertezza
di fronte a noi, questi ultimi due anni ci offrono un'opportunità per guardare indietro e
riconsiderare i nostri obiettivi e priorità.
La pandemia globale dovuta al COVID-19 può essere però considerata anche come
un’opportunità per ripensare al futuro.
La nostra quotidianità e le nostre attività sono state fortemente influenzate da quanto sta
accadendo. Inaspettatamente, la normalità a cui eravamo abituati si è trasformata davanti ai
nostri occhi da un giorno all’altro. Tuttavia, se restiamo uniti e pensiamo non solo al bene
personale, ma anche al bene degli altri e dell’intera comunità, sono sicuro che il domani sarà
ancora migliore.
Alla gente della prefettura di Hyogo e della città di Kobe, un sincero augurio di salute e
prosperità.
Daniele Monteverde
（以下翻訳）
団結の精神
私たちは皆、人生という道程で困難な状況を経験します。このような状況下では、目の前
の不安にもかかわらず、過去を振り返り目標と優先順位を再修正する機会ともなります。
この度の COVID-19 の世界的流行も、未来を再考する機会だと捉えることができるでし
ょう。私たちの日常や生活は大きな影響を受けました。慣れ親しんでいた当たり前は、ある
日を境に突然目の前で変化したのです。それでも、団結して地域社会全体の恵沢を第一番の
目標とするならば、明日はもっと良くなると確信しています。
兵庫県そして神戸市の皆様のご健康とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。
ダニエル・モンテベルデ

「ロソーネまちなかミュージアム」ガイダンス
この度の COVID-19 の世界的流行により、神戸ルミナリエを２年に渡って開催すること
ができなかった今年、神戸ルミナリエの心としてロソーネの展示を行う運びとなりました。
1995 年以来、神戸ルミナリエの希望の光に照らされて、神戸は阪神・淡路大震災からの
長い復興の道を歩んできました。
この壮大な光の構造物は、毎年神戸の旧居留地・仲町通りに展示される壮大な門「フロン
トーネ」と、それに続く全長 300 メートルに及ぶトンネル状の光のアーチ「ガレリア」から
始まります。ガレリアの最後のアーチには、伝統的に「ロソーネ」を設置します。これは、
門となるフロントーネから一連のガレリアを見た時、このロソーネが進路の目印となり、ま
た同時に、一つの終わりと次に続く新たな始まりを象徴する構造となっています。
ロソーネは、ガレリアの中では小さく見えますが、目の前では大きな存在感を発揮してく
れます。
また、今回のロソーネ作品の展示により、COVID-19 で中断される前の 1995 年から 2019
年まで、毎年 12 月に仲町通りと東遊園地を飾ったルミナリエ作品の芸術性と壮大さを再発
見して頂けることと念願しております。
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２ 作品概要（ロソーネ）
神戸ルミナリエのメイン作品として旧居留地の仲町通を彩
るアーチ型作品「ガレリア」
。
多くの方々が 1995 年を思い起こし、そして未来に想いをはせ
つつ見上げて歩くその先にいつも“ロソーネ”がありました。
ロソーネはイタリア語で“バラ窓”を意味し、まさに明るく輝
く未来からの灯りが射し込む希望のシンボルです。
2022 年の神戸ルミナリエの再開を祈念し、過去の神戸ルミナリ
エを彩ってきた作品から輝ける希望の象徴として、
“ロソーネ”
９基を市内 7 か所に飾ります。
【1995 年設置】

作品名：AUGURIO
「希望」
設置場所：東遊園地

【1997 年設置】

作品名：SOLE DEL SUD
「南の太陽」
設置場所：三宮センター街

【2006 年設置】

作品名：FLORENTIA
「繁栄」
設置場所：南京町

【2007 年設置】

【2011 年設置】

作品名：DIAMANTE
「ダイヤモンド」
設置場所：HITODE 交差点

作品名：QUADRIFOGLIO
「四つ葉のクローバー」
設置場所：メリケンパーク

【2016 年設置】

【2018 年設置】

【2019 年設置】

作品名：OCCHIO DI DIO
「神の目」
設置場所：メリケンパーク

作品名：SMERALDO
「エメラルド」
設置場所：ポートミージアム

作品名：ZAFFIRO
「サファイア」
設置場所：神戸朝日ビル

【2015 年設置】

作品名：ZAFFIRO
「サファイア」
設置場所：神戸朝日ビル

南側緑地

©Valerio Festi/I&F Inc./Kobe Luminarie O.C.
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３ パネル展示について
神戸ルミナリエの象徴とも言えるアーチ型作品「ガレリア」
の先に、いつも輝き続けてきた“ロソーネ”
。
パネル展示では三宮中央通りを中心に歴代のロソーネをア
ート展のようにパネルで展示しつつ、これまでの神戸ルミナ
リエ作品を振り返ります。
＜パネル設置場所＞
三宮中央通り、北野町広場、元町商店街、
神戸朝日ビル、神戸ポートミュージアム南側緑地、
三宮センター街、南京町、東遊園地、
元町通 1 丁目（HITODE 交差点）
、メリケンパーク
※元町商店街は元町 1 番街商店街インフォメーション
を利用し展示しています。

（パネル展示イメージ）

【ロソーネ作品名】

年号

イタリア語

日本語訳

1995

AUGURIO

希望

1996

AMARCORD

追憶

1997

SOLE DEL SUD

南の太陽

1998

BOUQUET

花束

1999

AUGURIO

希望

2000

ZAFFIRO

サファイア

2001

DIAMANTE

ダイヤモンド

2002

STELLA

星

2003

IRIDE

虹彩

2004

AUGURIO

希望

2005

GIOSTRA

メリーゴーランド

2006

FLORENTIA

繁栄

2007

DIAMANTE

ダイヤモンド

2008

CRISTALLO

水晶

2009

DIADEMA

冠

2010

SPILLA

ブローチ

2011

QUADRIFOGLIO

四つ葉のクローバー

2012

RUBINO

ルビー

2013

DENTE DI LEONE

タンポポ

2014

CORONA

王冠

2015

ZAFFIRO

サファイア

2016

ZAFFIRO

サファイア

2017

LIBELLULA

トンボ

2018

OCCHIO DI DIO

神の目

2019

SMERALDO

エメラルド
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４ デジタルスタンプラリーについて
with コロナを意識した取り組みとして、（一財）神戸観光局がスマートフォンアプリ
「Spot Tour」を活用し実施している「めぐる神戸デジタルスンプラリー」キャンペーンの
特別コースとして、１２月３日（金）～１２日（日）の１０日間「ロソーネまちなかミュー
ジアム」の展示スポットをめぐるコースが新たに追加されます。
全１０スポットをめぐるコースとなっており、全スポットのスタンプを集めるとアンケー
トフォームが出現し、アンケートに答えると抽選でルミナリエ限定グッズ等があたります。
【実施期間】
令和３年 12 月 3 日（金）～12 日（日） 10 日間
（キャンペーン HP）

【参加方法】
<STEP１> キャンペーンホームページにアクセスし、参加方法を確認
<STEP２> 無料アプリ「Spot Tour」をダウンロード
<STEP３> 「Spot Tour」を立ち上げ、「神戸ルミナリエ」でコース検索
<STEP４> キャンペーンのロゴがあるコースを選択してスタンプラリーに参加

【スタンプラリーマップ】

「めぐる神戸デジタルスタンプラリー」キャンペーンについて
神戸観光局スタッフの知恵と経験を集約し、街並み・食・文化
等、神戸の多様な素材を様々な切り口で線に繋げた、「定番」から
「２度目の神戸」まで楽しめる、厳選モデルコースをご用意。アプリを
使ってデジタルスタンプラリーに参加し、WEB でアンケートに答える
と、抽選でホテルペア宿泊券、料亭旅館のペアお食事券等の素敵
な賞品が当たります。
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５ その他
■「ロソーネまちなかミュージアム」開催記念グッズの販売
「ロソーネまちなかミュージアム」開催記念グッズの販売をオンラインショップにて販売
いたします。HP アドレス：https://www.kobe-luminarie.jp/

※売上金の一部は神戸ルミナリエの継続開催への募金となります。
（ピンバッジ）

（カレンダー）

※グッズの一部を紹介しております。
■ヴィッセル神戸「BE KOBE DAY」でのロソーネ展示
11 月 27 日(土)にノエビアスタジアム神戸で開催される、2021 明治安田生命Ｊ１リー
グ第 37 節 ヴィッセル神戸 vs.横浜 F・マリノスのスタジアム場外にて「ロソーネ」を展示
いたします（詳細は→https://www.vissel-kobe.co.jp/news/article/19287.html）
。
■東遊園の展示について
昨年の代替事業（光の装飾～想いをつなぐために～）で設置したルミナリエ作品「希望の
アーチ」を昨年同様「1.17 希望の灯り」に設置するするとともに、現在、東遊園地の工事に
伴い、その囲い込みの万能塀に 1995 年第１回から 2019 年第 25 回までの作品ポスターを掲
出するとともに、慰霊と復興のゾーンでは 1995 年第 1 回作品の「ロソーネ」を設置します。

※昨年の様子

※歴代作品のポスター掲出
（掲出期間：当面の間）

■募金のお願い

「神戸ルミナリエ」はこれまで、多くの事業者、市民・来場者の皆様のご理解とご協力に
支えられ、継続開催することができました。しかしながら、収入の減少傾向が続いており、
財政的に非常に厳しい状況となっております。
このような状況も踏まえ、
「神戸ルミナリエ」では、年間を通じて、銀行振込みによる募金
とともに、公式ホームページからの WEB 募金へのご協力をお願いしております。
また、 神戸市ふるさと納税からも神戸ルミナリエを応援することができます。
変わらぬご支援のほど宜しくお願い致します（https://www.kobe-luminarie.jp/cont15e.htm）。
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