
５月イベント情報 日付順に記載しています

日時 イベント名称 施設名 場所 概要 ＵＲＬ 問い合わせ先

～５月３１日（水） スプリングフェスティバル 須磨離宮公園 須磨離宮公園

園内各所では、リキュウバイやシダレザクラ、サト
ザクラ、ヒラドツツジなどが開花し、４月下旬には
約２００本のボタン、ゴールデンウィークには原種
のバラが見ごろを迎えます。
 春を満喫できるこの時期、ご家族一緒に楽しめる
離宮公園にぜひお越しください。
なお、離宮公園は、５月１日に開園５０年を迎えま
す。
 ５月１日（月）、２日（火）は入園無料として、みなさ
まのご来園をお待ちしております。

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/event-1029/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

５月７日（土）、２１日（土）
※雨天中止

こうべみなとの市
リサイクルマーケット

神戸総合運動公園 神戸総合運動公園 掘り出し物をみつけよう！出店者も募集中です。

http://www.koberm.
com/ 神戸リサイクルマーケッ

ト事務局
０７８－２６５－６０８０

５月１０日（水）～
７月１６日（日）

年間パスポートキャンペーン 須磨海浜水族園 須磨海浜水族園 年間パスポート購入の方にピンバッチプレゼント http://sumasui.jp/
須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

５月１０日（水）～
７月１６日（日）

スマイイ、思い出写真キャン
ペーン

～スマスイで撮った懐かしい写
真募集～

須磨海浜水族園 須磨海浜水族園
思い出の写真持参で次回使用できる招待券プレ
ゼント

http://sumasui.jp/
須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

５月１３日（土）～２８日（日）
春のローズフェスティバル２０１

７
須磨離宮公園 須磨離宮公園

欧風噴水庭園にある「王侯貴族のバラ園」では皇
室や王室、芸術家などの名前を冠したバラなど約
１８０種４，０００株が一斉に咲き誇ります。

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

５月１３日（土）、２８日（日） ユニバーウォーキングクラブ 神戸総合運動公園 神戸総合運動公園

インストラクターによるウォーキング講習会♪小学
生～一般まで歩行可能な方ならどなたでも参加で
きます。運動のできる靴と服装でご参加下さい。
１３日は当日９：３０～案内所前にて受付、２８日
は２週間前からお電話で受付（先着順）

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/inf
ormation/school/uw
c/

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６

５月１３日（土）１４日（日） 母の日　１００のありがとう風呂 チムジルバンスパ神戸 チムジルバンスパ神戸

須磨区の幼稚園、保育園の園児の方がお母さん
へのメッセージや絵を書いたヒノキを女性の日替
わり湯に浮かべます。

http://www.chimusp
a.com/posts/catego
ry/event/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４７－１１２６

５月１３日（土）
①１１：３０～②１３：３０～

③１５：３０～

カーネーション型が可愛い
母の日メッセージカードづくり

須磨パティオ
１番館１Fセンターコー

ト

各回先着２５名様（各回３０分前より受付開始）
　※小学生以下のお子様
参加方法についてはパティオホームページ参照

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/5/

須磨パティオ専門店
インフォメーション
０７８－７９３－１７４０
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５月１４日（日）
９：３０～１２：００頃

※雨天中止

「須磨歴史ウォーク」
～文人たちの愛した須磨探訪

～

ＮＰＯ法人須磨歴史倶
楽部

須磨区役所

集合ＪＲ須磨駅
改札付近

ＪＲ須磨駅～関守稲荷神社～須磨寺～潮見台～
安徳帝内裏跡～須磨浦公園・須磨保養院跡・敦
盛塚～蕪村句碑・芭蕉句碑

http://www.suma-
kankokyokai.gr.jp/mo
dules/bulletin/index.
php?page=article&st
oryid=586

須磨区まちづくり課
０７８－７３１－４３４１

当日の開催の有無につ
いて
神戸市イベント案内・申
込センター
０７８－３３３－３３７２
（当日朝８時から案内）

５月１４日（日）
６：００～９：００

こども釣り大会 須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰

所
６歳～１５歳の釣りをされるお子様対象。１位～３
位及びラッキー賞の入賞者の方に賞品進呈。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７９１－２９０７

５月１４日（日）
９：００～１２：００

天神まつり
おみこし巡行

綱敷天満宮 綱敷天満宮

学問の神さま、子供の神さまとして親しまれている
綱敷天満宮では本年春の天神まつりのおみこし
巡行をします。神戸女子大学の学生によるギャル
みこしも巡行。大人みこし、子供みこし、ギャルみ
こしで東は月見山～西は須磨駅までお子様たち
の心身の健全成長と家内安全、地域の活性化を
願い賑やかに巡行します。

綱敷天満宮
０７８－７３４－０６４０

５月１４日（日）全５回
２歳児・３歳児ベビー

親子スイミング
北須磨文化センター 北須磨文化センター

ベビー・２歳児・３歳児のためのスイミング講座で
す。

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/
news/archives/83

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

５月１６日（火）、２９日（月）、
６月１９日（月）

ローズ★Ｇrower
（バラ年間コース）

須磨離宮公園 須磨離宮公園

1年間バラの手入れをし、一緒にバラを育てるコー
ス。離宮のバラを通じて、体験実習や専門家の講
義があります。興味のある会だけの参加も可能。
各回事前申込制。詳細はＨＰ参照

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/event-267/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

５月１７日（水）～５月２６日
（木）

７：００～１７：００
コウイカ釣り大会 須磨海づり公園 須磨海づり公園

この時期が旬のコウイカを対象とした釣り大会。
期間内の７時から１７時に審査受付にコウイカを
持ち込まれた方には海づり公園招待券をプレゼン
ト。重量賞上位３位の方にはさらに招待券を進
呈。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７９１－２９０７

５月２０日（土）
１４：００～１６：００

歴史講座「須磨学」
ＮＰＯ法人須磨歴史倶

楽部
須磨区民センター

「神戸みなと物語」その１
「明治２８年の子規・虚子・漱石」

http://kobo-
kitano.my.coocan.jp/
rekisiku1/sumagaku
/sumagaku.htm

ＮＰＯ法人須磨歴史倶
楽部
０９０－８５３９－８７０３

５月２０日（土）
１０：００～１４：００

高倉台近隣センター
フリーマーケット

高倉台商店会 高倉台近隣センター フリーマーケット　※雨天時２７日（土）
http://om-kobe-
shop.info/857

ビューティルーム
０７８－７３４－１６７０
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５月２４日（水）
１０：３０～１２：００

グルーデコ体験 北須磨文化センター 北須磨文化センター
べっぴん体験シリーズとしてものづくり体験会を
行っています。

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/
news/archives/82

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

５月２４日（水）～２８日（日）
名谷北センター

３３周年感謝セール 名谷北センター 名谷北センター 名谷北センター３３周年感謝セール

５月２７日（金）
６：００～１０：３０

ハヤブサキッズわくわく釣り大
会
ＩＮ須磨海づり公園

須磨海づり公園 須磨海づり公園

釣りをもっと楽しもう！というコンセプトで釣った魚
の大きさを競う大会。釣れたら景品が当たるガ
チャガチャに挑戦できる「釣ったらガチャガチャ」も
同時に開催。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７９１－２９０７

５月２７日（土）～２８日（日）
１０：３０～１９：３０

名谷北センターガラガラ抽選会 名谷北センター 名谷北センター
センターでお買い上げレシート２，０００円で１回抽
選

５月２７日（土）
１０：００～１５：００

名谷北センターフリーマーケッ
ト

名谷北センター 名谷北センター フリーマーケット　※雨天中止
http://om-kobe-
shop.info/862

理容 シオバラ
０７８-７９１-６５６２

５月２８日（日）
１４：００～１４：３０

西落合中学校
吹奏楽部演奏会

名谷北センター 名谷北センター 西落合中学校吹奏楽部による演奏会
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