
　「ねぇ、ヒツジの絵を描いて
くれない」。
　小さな王子がスクリーンに
登場したとき、その愛らしさに
胸を打たれた。
　70年の時を超え、世界中で
読み継がれる「星の王子さま」
は、私が人生で初めて出合った
哲学書だった。読むたびに違っ
た解釈ができ、いつも新鮮で美
しく、奥深い物語。それだけに
映画化は困難だと思っていた。
　しかし、「リトルプリンス　
星の王子さまと私」は、原作の
世界観を忠実に表現しなが
ら、現代を生きる人々へ強く優
しいメッセージを投げかける。
「大切なものは、目には見えな
いんだよ」と。
　物語は、9歳の女の子が年
老いた飛行士から、砂漠で出
会った王子の話を聞くうちに、
王子に会いたくなり、旅に出る
というファンタジー。
　「星の王子さまの世界」は、
手づくり感あふれるストップ
モーションアニメ。女の子が住
む「現実の世界」はCG。これらを組み合わせたセンスの良い映像
に、透明感あふれる音楽が重なり心に響きわたる。

（配給：ワーナー・ブラザース映画　107分）
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「リトルプリンス　星の王子さまと私」 「海難 1890」

　世界一の親日国と言われて
いるトルコ。9000㎞も離れた
両国の絆はどのようにして生
まれたのだろうか─。
　物語は、125年前の和歌山
県紀伊大島から始まる。
　親善使節団として来日した
トルコのエルトゥールル号は、
帰路で台風に遭遇し、和歌山
沖で沈没。それを知った紀伊大
島樫野地区の村人たちは、総出
で救出活動を行う。医師・田村
（内野聖陽）とハル（忽那汐里）
も懸命の手当てを行なった。
　500人以上が亡くなる大惨
事だったが、生き残った海軍
機関大尉のムスタファ（ケナ
ン・エジェ）は、日本人たちの勇
気と献身的な活動に感銘を受
ける。
　それから100年近い時を経
た1985年、イラン・イラク戦争
時のテヘランに取り残された
日本人を、今度はトルコ人たち
が救うことに…。
　「エルトゥールル号海難事
故」と「テヘランでの日本人救

出」という２つの歴史的エピソードをベースに、名誉や見返りを求
めることなく、人を想う気持ちで行動した人々の姿が、日本・トル
コ合作映画として雄大に描かれている。	 （配給：東映　130分）

日本とトルコの絆はこうして生まれた
史実を元にしたヒューマンドラマ

あなたにとって大切なものはなに？
やさしさに包まれるファンタジーアニメ

「 海 難 1 8 9 0 」

「リトルプリンス　星の王子さまと私」

OSシネマズミント神戸、
109シネマズHAT神戸ほ
かで12月5日公開

OSシネマズミント神戸、
神戸国際松竹ほかで11月
21日2D3D公開
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交通規制のお知らせ

平成27年11月15日（日）
規制時間（おおむね）7：00～17：00

：全車線の車両の通行が規制されます。 ：矢印方向の車両の通行が規制されます。

第 5回神戸マラソン
通行止区間

フラワーロード及び市役所付近（スタート地点）

三宮町1丁目

相生高架西

西市民病院

村雨橋東詰

衣掛町

相生高架西

西市民病院

村雨橋東詰

天神橋東詰

舞子駅前

全　　面

西 行 き

全　　面

全　　面

全　　面

8：40～10：00

8：50～10：20

9：00～10：50

8：50～13：30

8：50～13：30

エリア規制 7：00～10：15
規制内容 規制時間（おおむね） 通行止区間

海浜公園前

ポートアイランド内（フィニッシュ地点）

また、ミニマラソン開催のため、ポートアイランド内で一部道路が規制されます

七宮神社南

湊小学校前

神戸駅南

七宮神社南

湊小学校前

神戸駅南

浜手バイパス西行入路
ポートアイランド西ランプ北行入路

西 行 き

西 行 き

全　　面

西 行 き

9：30～14：40

10：30～14：50

10：30～15：00

9：30～16：00

8：00～17：00エリア規制

規制内容 規制時間（おおむね）

監督：マーク・オズボーン
音楽：ハンス・ジマー
原作：アントワーヌ・ド・
サン＝テグジュペリ
日本語版吹き替え：鈴木梨
央　瀬戸朝香　津川雅彦
	 ほか

企画・監督：田中光敏
脚本：小松江里子
出演：内野聖陽　ケナン・
エジェ　忽那汐里　アリ
ジャン・ユジェソイ　
夏川結衣	永島敏行	竹中
直人	笹野高史　ほか

風 と汽笛 夜景サミット2015	in	神戸
（第７回日本夜景サミット）

神 戸 の 夜 景 へ の 想 い を の せ て 開 会 宣 言

「夜景サミット2015 in 神戸」で
開会宣言を行う久元市長

（10月9日・神戸ポートピアホテル）▲

来年1月　マイナンバー制度がスタート
あなたのマイナンバー「通知カード」が届きます

　マイナンバー制度とは、各行政機関間などにおける情報の
効率化による行政手続きの簡素化や適切な行政サービス支援
の促進などを目的とし、住民票のある全ての人が12桁の番号
を持つことになります。2016年1月からの運用開始に向けて、
マイナンバーが記された「通知カード」の送付が既に始まり、
11月にかけて順次、住民票の住所に簡易書留で世帯主宛てに
届けられます。「通知カード」を大切に保管し、マイナンバー
カードの取得を希望する場合は申請を行ってください。
　●問合せ　神戸市マイナンバーコールセンター　☎0120-
81-0178（日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、スペ
イン語、ポルトガル語対応。2016年4月15日まで＝月曜～金曜
8：30 ～ 20：00、土曜9：00 ～ 18：00、日祝休日・年末年始を除く。
2016年4月16日～ 9月30日＝8：30 ～ 17：30、土日祝休日を除く）

新長田駅南再開発地区の活性化
兵庫県と神戸市が行政機関を移転

　神戸市は兵庫県との共同事業で、新長田駅南再開発地区（長
田区二葉町5、アスタくにづか5番館南棟の東隣）に新庁舎を建
設します。阪神・淡路大震災から20年を経過した現在も空き店
舗が目立ち、昼間人口や商業指標が回復しないなどの課題を抱
える同地区への庁舎移転で、職員（最大1,000人）や来訪者による
経済効果やにぎわいづくりを創出し、行政組織の業務効率化に
よる県民・市民サービスの向上も期待されます。飲食店などで見
込まれる消費効果は年間1億3千万円。新庁舎は8～ 9階建てで、
事業費は数十億円見込み、2017年着工、2019	年度に完成予定。

神戸開港150年プレイベント

「神戸三宮フェリーターミナル」竣工1周年記念イベント
　秋の行楽シーズンを迎えた10月11日、会場の神戸三宮フェ
リーターミナルヤードには、神戸港の就航都市である小豆島と
宮崎の特産品ブースが並び、宮崎県川南町名物「軽トラ市」によ
る地場産野菜や地鶏もも焼、神戸名物「ぼっかけコロッケ」をは
じめ地元の味が勢揃い。小豆島町立苗羽（のうま）小学校音楽部
とこべっこ少年少女合唱団によ
る特別演奏会や宮崎カーフェ
リー見学会、手打うどん教室、須
磨海浜水族園のケヅメリクガ
メやドチザメとの触れ合いコー
ナーなど、多彩な催しでにぎわ

いをみせていました。
　神戸三宮フェリーターミナル
からは、「神戸⇔うどん県（小豆
島、高松）」「神戸⇔宮崎」の定期

フェリーが就航しています。

手打ちうどん教室

神戸フェリーターミナル

　夜景サミットは、夜景観光資源
の活用による官民一体での地域
活性化を目的に、2009年から実
施されている。7回目となる今回
は10月9日、神戸ポートピアホテル
にて開催された。
　「ぜひ神戸で開催をしたいと
思っていた」と言う久元喜造神戸
市長は、開会宣言の冒頭、行政や
民間企業・団体、大学研究者、一般
市民など約650人の参加者に向
けて、映像で神戸の夜景を紹介し
た。そして、「夜景というものは一
瞬たりとも同じ姿ではなく、刻々
とその模様を変えて、街の成長と
ともに変わってい
きます。神戸の夜
景の特徴のひとつ
は、街の進化とと
もに夜景の姿も大きく変わってきたことではないかと思います。
私が子供の頃、夜景といえば六甲山、摩耶山からの夜景でしたが、
この半世紀の間に神戸の街は大きく変わってきました。山を削り、
海を埋め立てて、このポートアイランド、六甲アイランド、さらに
神戸空港をつくりました。これらのエリアから見た夜景も加わり
ました。20年前の阪神・淡路大震災では、火災の炎が神戸の夜空
を焦がし、その後、漆黒の闇が神戸の夜を支配しました。その中か
ら、街の灯りが少しずつ戻り、神戸の夜景の風景が回復していく
過程は、神戸の復興の足取りでもありました」と自身の原体験を
交えて、街の変化と夜景との関係を振り返った。
　また、「夜景というものは巨大な光の集合体ですが、夜景の一つ
ひとつの瞬きに人々の生活の営みがあります。夜景という素晴ら
しい芸術作品をどのようにして街の佇

たたず

まいや魅力と一緒に発信
し、それぞれの都市により多くの方に来ていただくかということ
は、大きな議論のひとつではないかと思います」と論点提起しな
がら、「このサミットがさまざまな意見交換を通して大きな成果を
上げられますことを、開催地として期待をしたいと思います」とし
て開会宣言を終えた。
　今サミットでは、「日本新三大夜景都市」のひとつに神戸市が選
ばれると同時に、2015年度「日本夜景遺産」新規認定地として東
六甲展望台が選出されている。

《日本三大夜景》摩耶山・掬星台
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