
６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

～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/ev
ent/2017/04/post-
33.html

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

～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/ev
ent/2017/04/29510
716.html

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

６月１日（木）～１２日（月） アオリイカ釣り大会 須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰所

管理塔売店

入賞基準４００ｇ以上のアオリイカを対象にした釣
り大会。基準値以上のアオリイカを釣られた方に
賞品進呈。また、期間中に最重量のアオリイカを
釣られた方には大物賞もあります。

http://www.umiduri.c
om/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

６月３日（土）～１１日（日） 第２１回花しょうぶ鑑賞会 須磨離宮公園 須磨離宮公園

水面に映える約６０種４，０００株のハナショウブが
しっとりと咲き、和の風情を醸しだします。
１０日（土）、１１日（日）にはグリーンティのサービ
ス、
１１日（日）には草笛の演奏もあります。

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

６月３日（土）、１７日（土） 親子海釣り教室 須磨海づり公園 須磨海づり公園

親子だけでなく、大人だけの参加も大丈夫。初心
者の方も手ぶらで気軽に釣りを楽しめます。４時
間の釣り料金、貸竿・エサ・仕掛けの料金すべて
含みまして、お一人様１，４００円です。

http://www.umiduri.c
om/

須磨海づり公園
０７８－７３５ー２９０７

６月６日（火）、２６日（月）
１０：００～１１：００
（受付開始９：４５～）

親子体操教室 総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
グリーンスタジオ

親子でコミュニケーションを図りながら運動神経を
伸ばし、リズム感や協調性を身につけていきま
す。
対象：２、３歳の子どもとその保護者　各日２０組
参加費：１，０００円（税込）※兄弟１人追加５００円
申込方法：開催日の１ヶ月前からＨＰより受付（※
先着順）開催３日前からはお電話にてお問い合わ
せください。

http://www.katc98.c
om/information/inde
x/id/7

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
kyoshitsu@kact98.com
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６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

６月６日（火）
１３：００～１４：００

（受付開始１２：４５～）
ベビーケアマッサージ教室 総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
グリーンスタジオ

タッチケアを通じたコミュニケーションを行うことで、
赤ちゃんと心と体の発育を促します。
対象：生後２ヶ月から１歳までの赤ちゃんとお母さ
ん１０組
参加費：１，０００円（税込）
申込方法：開催日の1ヶ月前からＨＰより受付（※
先着順）開催３日前からはお電話にてお問い合わ
せください。

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/inf
ormation/school/20
17babyma/

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
kyoshitsu@kact98.com

６月８日（木）、２１日（水）
１９：３０～２１：００

（受付開始１９：００～）

はじめよう！！
フットサル

総合運動公園
グリーンアリーナ神戸

メインアリーナ

１８歳以上の男女対象の初心者向けフットサルク
リニックです。
対象：１８歳以上の男女（初心者・初級者）各日２０
名
時間：１９：３０～２１：００（受付開始１９：００～）
参加費：１，０００円（税込）
申込方法：開催日の１ヶ月前から電話またはメー
ルで受付（先着順）

http://www.katc98.c
om/information/inde
x/id/20

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
futsal@katc98.com

６月１０日（土）
１０：００～１２：００
（受付開始９：３０～）

ユニバーウォーキングクラブ
森林浴ウォーク

総合運動公園 案内所前にて受付

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ください。
申込不要、当日９：３０～案内所前にて受付
参加費５００円（税込）

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

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６

６月１１日（日）
※参加申込終了

赤ちゃんフェスティバル 須磨パティオ １番館１Fセンターコート

「ハイハイレース」
①１１：００～②１２：００～
「カタカタレース」
①１４：００～②１５：００～③１６：００～
ママの誘導で約５メートルの距離を競争する「ハイ
ハイレース」とハイハイを卒業した赤ちゃんが手押
し車で駆け抜ける「カタカタレース」を開催！
※観覧無料

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/6/

須磨パティオ
インフォメーション
０７８－７９３－１７４０

６月１２日（月）、２６日（月）
１９：００～２１：００

（受付開始１８：３０～）
個人参加型フットサル 総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
メインアリーナ

Ｆリーグが行われるメインアリーナでフットサルが
できます。新しい仲間とチームを組んで楽しもう！
対象：１８歳以上の男女（未経験可）各日２０名
時間：１９：００～２１：００（受付開始１８：３０～）
参加費：１，０００円（税込）
申込方法：開催日の１ヶ月前から電話またはメー
ルで受付（先着順）

http://www.katc98.c
om/information/inde
x/id/19

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
futsal@katc98.com

http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/2017babyma/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/2017babyma/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/2017babyma/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/2017babyma/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/uwc/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/uwc/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/uwc/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/uwc/
http://www.katc98.com/information/index/id/19
http://www.katc98.com/information/index/id/19
http://www.katc98.com/information/index/id/19


６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

６月１２日（月）
１０：００～１１：００
（受付開始９：４５～）

１歳からの親子体操教室 総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
グリーンスタジオ

神経系の発達が著しいこの時期！小さい頃から
たくさんの音楽や運動にふれあうことは、発育発
達にプラスになること間違いなし！
対象：１歳児のこどもとその保護者　各１５組
参加費：１，０００円（税込）※兄弟１人追加５００円
申込方法：開催日の1ヶ月前からＨＰより受付（※
先着順）開催３日前からはお電話にてお問い合わ
せください。

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/inf
ormation/school/1o
yako2017/

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
kyoshitsu@kact98.com

６月１３日（火）
１０：００～１１：３０

魅力あっぷセミナー！
ガーデニング基礎講座
「お庭の害虫対策」

総合運動公園
グリーンアリーナ神戸

会議室

２０１７年度魅力あっぷセミナー！第１弾、初の
ガーデニング講座です。これからの季節、病害虫
に備え、その種類や対処方法をプロの造園職人
から学んでみませんか。
料金：１００円（税込・テキスト代込）
申込方法：５／１６（火）～電話、ＦＡＸ、メールにて
先着

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/w
p-
content/uploads/20
17/05/Event201706.
jpg

神戸総合運動公園
管理センター
０７８－７９５－５１５１
kouhou@kobe-park.or.jp

６月１４日（水）～１９日（月） スズキ釣り大会 須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰所

管理塔売店

入賞基準４０ｃｍ以上のスズキを対象にした釣り大
会。基準値以上のスズキを釣られた方に賞品進
呈。また、期間中に最長寸のスズキを釣られた方
には大物賞もあります。

http://www.umiduri.c
om/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

６月１７日（土）
１４：００～１６：００

歴史講座「須磨学」 須磨歴史倶楽部 須磨区民センター
「ベルトコンベアとポートピア‘８１の回顧」
「平安時代・庶民の生活」

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

ＮＰＯ法人須磨歴史倶
楽部
０９０－８５３９－８７０３

６月１７日（土）
①１３：００～
②１５：００～

父の日フラワー講習会 須磨パティオ １番館１Fセンターコート

父の日にちょっとしたお花をかざってプレゼントし
ませんか？
参加費：お一人様１，０００円（税込）
※各回先着２０名様

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/6/

須磨パティオ
インフォメーション
０７８－７９３－１７４０
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６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

６月１９日（月）
１０：３０～１２：００

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/even
t/event-267/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

６月２１日（水）～２６日（月） チヌ釣り大会 須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰所

管理塔売店

入賞基準３５ｃｍ以上のチヌを対象にした釣り大
会。基準値以上のチヌを釣られた方に賞品進呈。
また、期間中に最長寸のチヌを釣られた方には大
物賞もあります。

http://www.umiduri.c
om/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

６月２１日（水） 藤とかずらのクラフト体験 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/
files/uploads/kitasu
madayori(omote).pdf

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

６月２５日（日）
１０：００～１２：００

ユニバーウォーキングクラブ
ノルディックウォーキング

総合運動公園 案内所前にて受付

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ください。
※申込要　開催日の２週間前からお電話で受付
（先着順定員２５名）ポール無料レンタルあり。
参加費：５００円（税込）
対象：小学生～一般（身長１４０ｃｍ以上）

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

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６

６月２９日（木）
９：１５～１５：００

（受付開始８：４５～）

グリーンアリーナ杯
グラウンド・ゴルフ大会

総合運動公園
ユニバー記念競技場

補助競技場

良質の天然芝でのびのびグラウンドゴルフを楽し
みましょう！
対象：どなたでも申込可（※神戸市グラウンド・ゴ
ルフ協会会員の方は「ダイヤモンド賞」対象大会で
す）
定員：２８８名
参加費：１，０００円（税込）※ＫＡＴＣ会員は５００
円、参加賞、１位～５位賞品あり
申込方法：ＦＡＸまたは郵便、※先着順・詳細ＨＰ
参照

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/w
p-
content/uploads/20
17/05/Event201706.
jpg

神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
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６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

６月３０日（金）
１９：００～

【神戸開港１５０周年×神戸迎賓館１０
周年記念】

野外プレミアムディナー
～フレンチに魅せられたキュイジニエ×
ブーランジェ×パティシエの挑戦～

神戸迎賓館
邸宅レストラン
ル・アン

本館前
イングリッシュガーデン

神戸迎賓館１０周年特別企画として開催。
兵庫県指定重要有形文化財である洋館をご覧い
ただきながらお食事を楽しんでいただけるプレミア
ムディナー。
お一人様１５，０００円（税・サービス料込）
ドレスコード：ホワイトのアイテムを身に着けてお
越しください。

http://www.vizcaya.j
p/restaurant/news/
#topics4

神戸迎賓館
邸宅レストラン
ル・アン
０７８－７３９－７６００
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