
イベント内容・時間などは変更になる場合がございます。雨天時はトークイベントをKITANOMADにてオンライン配信予定。

詳細は EAT LOCAL KOBEの SNS や WEB サイトをご確認ください。

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
お問い合わせ：神戸市事業・イベント案内センター 078-333-3372 ※年中無休8:00〜21:00
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第6回 食都神戸DAY
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開催場所：東遊園地  兵庫県神戸市中央区加納町6- 4 -1

参加
無料

前夜祭

10/30 金 11/1 日10/31 土

10/30 金

前夜祭
NIGHT MARKET  17:00-20:00

「西アフリカの農のリズムとダンス」に触れる（BACHIKONDOOO）

URBAN FARMINGドキュメンタリーお披露目会 オープニング

●  街を食べる 

●  ブルックリンの屋上菜園 

●  URBAN FARMINGドキュメンタリーEAT LOCAL KOBEオリジナルムービー

18:00

19:00

18:40

21:00

にさんがろくプロジェクト中間報告会

トーク「エディブルスクールヤードについて聞く」（ゲスト：辻かおり）

アーティストライブ（川辺ゆかと赤澤淳）

トーク「アーバンパーマカルチャー」（ゲスト：ソーヤー海）

フィナーレ

10:00

11:00

13:00

14:00

15:00

11:00

12:00

13:30

15:00

15:30

11/1 日 FARMERS MARKET  10:00-15:00

10/31 土

昼の部

対談「鍬
くわ

とデジタルで耕す明日の神戸」（久元市長×ゲスト：井上岳一）

URBAN FARMING報告会

自然界ラッパーOMGのトーク & ライブ（観客の自由参加タイムもあり ！ ）

トーク「with コロナのこれからの暮らしと農業」（ゲスト：保田茂）

10:30

11:30

12:45

14:00

11:30

12:30

13:45

15:00

夜の部

自然界ラッパーOMGのトーク & ライブ（観客の自由参加タイムもあり ！ ）

※トーク & ライブ の内容は昼の部と異なる予定です。

芝生の上の上映会「いただきます２ ここは、発酵の楽園 」

18:00

20:00

17:00

18:30

FARMERS MARKET  10:00-15:00
NIGHT MARKET        17:00-20:00



FARM to FORKは、地産地消を通じて農地と都市の“心の距離”を近づけるためのお祭りです。今年は

「URBAN FARMING」をテーマに各種トークライブ、映画、発表、地産の食を楽しめる秋の３日間。with

コロナの生活スタイルが問われる今、「食」と「農」の視点で豊かな暮らしについて一緒に考えてみませんか？　

GUEST TALK
「鍬

くわ

とデジタルで耕す明日の神戸」
（久元市長×ゲスト：井上岳一 

日本総研創発戦略センターシニアスペシャリスト） 

「人口減少時代を生きのびるための地域社会

のデザインの研究・実践」 などを専門分野とす

る井上さんを迎え、都市農業を推し進める神

戸市の未来について 久元市長と共に考えます。

10/31（土） 10:30〜

「withコロナのこれからの暮らしと農業」
（ゲスト：保田茂 / 神戸大学名誉教授）

県下8か所で有機農業の学校長として、ごはん塾、食育ア

カデミーなどの活動を通して農や食の大

切さをわかりやすく伝えてきた保田教授へ、

コロナ禍を経た暮らしにおける農の意義

を伺います。

10/31（土） 14:00〜

「アーバンパーマカルチャー」
（ゲスト：ソーヤー海 / 共生革命家） 

パーマカルチャーとは「Pe r m a n e n t  （永 続 的な）」と

「Culture （文化）」をあわせた造語。持

続可能な生活・文化・社会のシステムを

デザインする知恵のことです。ソーヤー海

さんを招き、その在り方について伺います。

11/1（日） 14:00〜

「エディブルスクールヤードについて聞く」
（ゲスト：辻かおり / Art of Living 代表）

カリフォルニア州のオーガニックレストラン「シェパニース」

オーナーシェフが 創設した、中学校の

校庭内から始まった「菜園とキッチン」

の 教育モデル や その 活動について、

辻かおりさんに伺います。

11/1（日） 11:00〜

performance
自然界ラッパーOMG

トーク&ライブ

自然や生命の美しさ、

すべては繋がりめぐっ

ていることを伝える

ため韻を踏む、OMG

による愉快なお話&音楽ライブ♪

10/31（土） 12:45〜 / 17:00〜

国境を越え、めぐる

歌。日本、チベット、

東地中海等の歌を

うたい、奏でるアー

ティストによる音楽ライブ。

川辺ゆかと赤澤淳

アーティストライブ

11/1（日） 13:00〜

eatlocalkobe
イベント当日のトーク・ライブなどをインスタライブで配信します ！

インスタライブ配信します!

MOVIE

URBAN FARMINGドキュメンタリー
EAT LOCAL KOBE オリジナルムービー

神戸市内で URBAN FARMING を実践している

人々を取材し、その取組みを広く市民へ伝えるこ

とで理解や共感と共に、日常生活へ取り込める

身近な「農」のヒントを提供するドキュメンタリー

を上映。

野菜やハーブ、果物を街の好きな所に植え、誰で

もそれを持って行ってよい。イギリス北部の街トッ

ドモーデンで行われている画期的な取組みを紹介。

街を食べる ～Incredible Edible Todmorden ～

コロナ禍を経た今だからこそオススメできる、お

いしく楽しく免疫力をあげるためのヒントが満載の

“オーガニック腸活”ドキュメンタリーを上映します。

いただきます２ ～ ここは、発酵の楽園 ～

ニューヨークの摩天楼を臨むブルックリン地区の倉

庫街。大都会の住民たちが、倉庫の屋上に土を運

び入れ、種をまき、収穫し事業化していく姿を紹介。

ブルックリンの屋上菜園

MARKET & WORKSHOP

10/31（土） 10:00〜15:00
11/  1（日） 10:00〜15:00

FARMERS MARKET
毎週土曜の朝に、東遊園地の木の下で

通年開催しています。今回は芝生の上で、

輪になってお迎えします。参加するのは

神戸市内の農家さんやお店が中心です。

NIGHT MARKET

10/30（金） 17:00〜20:00
10/31（土） 17:00〜20:00

神戸の食を発信する「神戸マルシェ」

「満月バール」「EAT LOCAL KOBE」

が協力して、ローカルを味わう夜市を

開催 ！ フードやドリンクが並びます。

北区淡河町に拠点を置く茅葺職人

チーム「くさかんむり」が茅葺の魅力

を伝えるワークショップ。誰でもご参

加いただけます。 

茅葺ワークショップ

10/31（土） ・11/ 1（日）

当日参加自由

←事前のフォローがおすすめです ！

BACHIKONDOOO

「西アフリカの

農のリズムとダンス」に触れる

10/30（金） 18:00〜

神 戸 を 拠 点 に

活 動する音楽グ

ループと一緒に、

西アフリカの収穫のリズム”Kassa”

を感じ、奏で、踊り、祝おう！

※上映時間は裏面のプログラムをご覧ください。


