
７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２１日（金）雨天日
（「子供の森」利用中止日）

９：００～１２：００
雨の日キャンペーン 須磨離宮公園 須磨離宮公園

「雨の日に来ていただいてありがとうございます。」の気
持ちを込めて、雨天日の午前中に来園された方へ花の
種のプレゼントをご用意しています。梅雨の時期、７月
上旬まで神戸市民の花「アジサイ」が観賞できます。しっ
とりとした風情あふれる須磨離宮公園へ是非お越しくだ
さい。（各日先着２００名様）

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/event-2118/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

応募期間：～６月３０日（金）
展示期間：７月１７日（月）～８月３１日（木）

ツバメ感謝祭 月見山商店会 月見山商店街

商店会にツバメが子育てに飛来していることから「ツバメ
商店街」の愛称で親しまれている月見山商店会にて、ツ
バメ感謝祭を開催。
現在、ツバメの絵と写真を募集しており、応募された作
品は７月１７日～８月３１日まで展示されます。優秀作品
には商店会から賞品を贈呈！
【応募について】
応募期間：６月３０日（金）まで
絵：応募用の画用紙（１６切）は各店舗に用意
写真：六つ切りのサイズのプリントで応募下さい。
応募方法：ツバメ感謝祭加盟店に直接持参
※加盟店についてはＵＲＬリンク先ＦＡＣＥＢＯＯＫページ
のツバメ感謝祭記事写真をご覧ください。
【展示について】
展示場所：ツバメ感謝祭加盟店店舗

https://www.facebo
ok.com/Tsukimiyam
a/

ツバメ感謝祭加盟店
各店舗

７月１日（土）
①１１：３０～
②１３：３０～
③１５：３０～

～願いが叶いますように～
ミニ笹づくり

須磨パティオ １番館１Ｆセンターコート

折り紙で飾りつけや、短冊に願い事を書いて小さな笹に
飾ろう！
【参加方法】
①～③のいずれかでお一人様１回ご参加いただけま
す。
①パティオでの当日のご利用レシート１，０００円以上
（税込・合算可）をご提示。※大丸・ダイエーのレシート
は対象外
②メルマガ会員の方は、配信内容をご提示
③パティオＦＡＣＥＢＯＯＫの「いいね！」をクリック
※各回３０分前より受付開始
※各回先着２５名様

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/7/

須磨パティオ
インフォメーション
０７８－７９３－１７４０

https://www.facebook.com/Tsukimiyama/
https://www.facebook.com/Tsukimiyama/
https://www.facebook.com/Tsukimiyama/
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７月１日（土）～８月３０日（水） サマーフェスティバル 須磨離宮公園 須磨離宮公園

初夏から夏休み期間にかけてお子様やファミリー向け
のイベントが盛りだくさんな「サマーフェスティバル」を開
催します。「子供の森」の利用ごとに集めたスタンプ数に
よって景品がもらえる「子供の森deスタンプ！スタンプ！
スタンプ！」や七夕めぐり、かぶと虫の鑑賞会など楽し
いイベントが盛りだくさん！
期間中には、幻想的な噴水のライトアップが楽しめる夜
間開園日を設けています。
各日のイベントについてはＵＲＬリンク先をご覧ください。

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/event-2376/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

７月１日（土）、７月２２日（土） 親子海釣り教室 須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰所

管理塔売店
初心者でも手ぶらで気軽に海釣りを楽しめる大変お得
な釣り教室。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

７月1日（土）～１１月１０日（金） 第８回デジタルフォトコンテスト作品募集 総合運動公園 総合運動公園

菜の花～コスモス開花まで、公園の魅力あふれる自慢
の作品をお送りください。※作品は総合運動公園ＨＰや
ポスターなど広報に使用させていただきます。
応募方法等詳細はＵＲＬリンク先をご覧ください。

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/w
p-
content/uploads/20
17/06/Event201707.
jpg

神戸総合運動公園
管理センター
デジタルフォトコンテスト
係
０７８－７９５－５１５１

７月１日（土）～９月１８日（月祝） ちゃぷちゃぷ池 総合運動公園 ちゃぷちゃぷ池

夏の大人気スポット「ちゃぷちゃぷ池」を無料開放しま
す。水深が浅いので小さなお子様でも安心して水遊び
ができます。広々とした神戸総合運動公園で、緑に囲ま
れながら水遊びを楽しもう！
※７月１９日（水）、８月９日（水）、８月３０日（水）に清掃
を予定。
※シャワーや更衣室はありません。
※犬などペットの池への連れ込みはできません。
※乳幼児のオムツでの入水はできません。
※熱中症にはくれぐれもお気をつけください。

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/w
p-
content/uploads/20
17/06/Event201707.
jpg

神戸総合運動公園
管理センター
０７８ー７９５－５１５１

７月1日（土）～７月１７日（月祝） 駅前にぎわいプロジェクト 総合運動公園 駅前広場 駅前広場に高さ１２ｍの巨大七夕飾りが出現します！

http://www.city.kob
e.lg.jp/information/p
ress/2015/06/2015
0626300201.html

神戸総合運動公園
管理センター
０７８－７９５－５１５１

http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
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７月１日（土）
１５：００～１７：００

七夕まつり笹飾り 須磨寺前商友会 お大師広場

短冊に願い事を書くとお菓子がもらえます。（小学生以
下）この日から離宮公園発行の短冊も配ります。この短
冊で１名無料で離宮公園に入園、事務所でくじ引きがで
きます。商店街からくじ引きの景品として買い物券（５０
０円券）を出します。

http://www5f.biglob
e.ne.jp/~sumadera/

森本米店
０７８－９５８－８０７５

７月４日（火）、２４日（月）
１０：００～１１：３０
（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、リズム感や協調性も身につけていきます。
対象：２、３歳児の子どもとその保護者　各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/

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

７月４日（火）
１３：００～１４：００

（受付開始１２：４５～）
ベビーマッサージ教室 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　１
０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.katc98.c
om/

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
kyoshitsu@katc98.com

７月６日（木）、１９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.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/school/20
17hajisaru/

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

７月７日（金）～８日（土）
あとバル７月９日（日）～１５日（土）

板宿おもてなしバル
板宿おもてなしバル

実行委員会
板宿周辺

板宿でちょっとお得なはしご酒と食べ歩き。
おみやげやお体のお手入れなどお酒の飲めない方でも
大丈夫！
５枚綴りのバルチケットを１枚ずつ切り離して各店でご
利用ください。バルチケット１枚でドリンク一杯と自慢の
一皿などが楽しめます。
【チケットについて】
前売：３，０００円（５枚綴）
当日；３，５００円（５枚綴）
販売期間：前売　６月１６日（金）～７月６日（木）
　　　　　　　当日　７月７日（金）、８日（土）
販売場所や詳細についてはＵＲＬリンク先をご覧くださ
い。

http://www.do-
main.co.jp/itayadoba
r/

実行委員会事務局
０７８－７３９－５９６６
（１０：００～１７：００）

http://www.katc98.com/
http://www.katc98.com/
http://www.katc98.com/
http://www.katc98.com/
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７月７日（金）
１７：００～２０：００

雨天決行
七夕まつり 須磨寺前商友会 須磨寺前商店街 夜店、金魚すくい、スーパーボールすくい、くじ引きなど

http://www5f.biglob
e.ne.jp/~sumadera/

森本米店
０７８－９５８－８０７５

７月８日（土）
７月２３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。
参加費：５００円（税込）
※ノルディックウォーキングについては、申込要　開催
日の１ヶ月前からお電話で受付（先着順）ポール無料レ
ンタルあり。

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/school/u
wc/

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

７月１０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/in
formation/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

７月１３日（木）、２４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.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/school/20
17kojinfut/

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

７月１５日（土）
①１３：００～
②１５：００～

アキラボーイとタヌキチくんの
デジタルショー

須磨パティオ １番館１Ｆセンターコート

日本で唯一のアニメ漫才師アキラボーイとタヌキチくん
のデジタルショー。漫才あり、映像ありの楽しいステージ
です。
※観覧無料

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/7/

須磨パティオ
インフォメーション
０７８－７９３－１７４０

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.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/1oyako2017/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/1oyako2017/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/1oyako2017/
http://www.kobe-park.or.jp/sougou/information/school/1oyako2017/
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７月１５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 講義「義経、壇ノ浦合戦～勝敗は潮流ではなかった～」

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

ＮＰＯ法人須磨歴史倶
楽部
０９０－８５３９－８７０３

７月１５日（土）～８月３１日（木）
日没から点灯～２２：００
（最終入場２１：３０）

神戸須磨アクアイルミナージュ 須磨海浜水族園 須磨海浜水族園

ハワイをイメージした夏限定のイルミネーション。夕日が
沈むと点灯するイルミネーションの輝きと盛りだくさんの
イベントが、すてきな夏の思い出の１ページを飾ります。
料金：入園料のみ
詳細はＵＲＬリンク先をご覧ください。

http://sumasui.jp/ev
ent/2017/05/29715
831.html

須磨海浜水族園
０７８０７３１－７３０１
イルミナージュ事務局
０７８－３３３－５１５５

７月１５日（土）～８月３１日（木）
エリア開放時間
１１：００～１７：００

※天候および並みの状況により、観覧時
間の短縮、閉鎖することがあります。

須磨ドルフィンコーストプロジェクト２０１７ 須磨海浜水族園
須磨海岸東端

須磨海浜水族園南

今年の夏も須磨の海にイルカが泳ぐ「須磨ドルフィン
コーストプロジェクト２０１７」を実施します。
【体験プログラム】
１．【有料】「浅瀬でイルカ餌やり体験」
浅瀬にやってくるイルカに餌を与えます。（約１０分間）
実施時間：１２：３０～
２．【有料】「海でのイルカトレーナー体験」
海上に浮かぶ浮島の上で、飼育員の解説を聞きなが
ら、イルカにタッチ、餌やり、サインだしを体験していただ
きます（約３０分）
実施時間：１１：３０～、１４：００～
３．「浅瀬でイルカウォッチング」
海域を遊泳するイルカや海について飼育員がレク
チャーします。レクチャー中は、浅瀬に足まで入った状
態で観察します。（約１５分）
詳細はＵＲＬリンク先をご覧ください。

http://sumasui.jp/ev
ent/2017/05/28714
8312016.html

須磨海浜水族園
０７８０７３１－７３０１

７月２１日（金）～８月３１日（木）
【わくわくフェスタ】
夏休み親子釣り大会

須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰所

管理塔売店
大物賞や数釣り賞など、基準以上の魚を釣ると入賞

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

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


７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２２日（土）
１８：３０～２１：００

小雨決行
本格的雨天翌日順延

名谷北センター
夏まつり手作り夜店

名谷北センター
神戸市須磨区北落合４

丁目５

手作り夜店
ゲスト：スーパーアイドル星丸
ジャグリング
１回目：１８：４５～
２回目：２０：１５～

名谷北センターテナント
会
理容シオバラ
０７８－７９１－６５６２

７月２２日（土）～８月３１日（木）
営業時間１１：００～２０：００

チムっ子広場 チムジルバンスパ神戸
チムジルバンスパ神戸

チムっ子広場

トランポリン・ふわふわ遊具・輪投げ・ストライクボール等
ファミリーで、また、ダイエット、美脚、筋力、メタボ解消、
フィットネスにご利用いただけます。

http://www.chimusp
a.com/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４７－１１２６

７月２２日（土）～８月３１日（木）予定
営業時間１１：００～２０：００

ＢＢＱ チムジルバンスパ神戸
チムジルバンスパ神戸

駐車場屋上
完全予約制（お盆期間除く）

http://www.chimusp
a.com/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４７－１１２６

７月２２日（土）～８月１５日頃まで
（昆虫の状態による）

営業時間１１：００～２０：００
昆虫ふれあい広場 チムジルバンスパ神戸

チムジルバンスパ神戸
玄関横

昆虫とのふれあい広場、クワガタ・カブトムシの展示販
売

http://www.chimusp
a.com/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４７－１１２６

７月２３日（日）
【わくわくフェスタ】
こども釣り大会

（夏休み再来園特典付き）
須磨海づり公園

管理塔下釣台監視詰所
管理塔売店

当日、釣り大会に参加されたお子様には８／１６（水）～
８／３１（木）の間に使える招待券をプレゼント。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

７月２４日（月）～２８日（金）
７月３１日（月）～８月４日（金）

【わくわくフェスタ】
おさかなビンゴ

須磨海づり公園
管理塔下釣台監視詰所

管理塔売店
ビンゴカードに記載された縦・横・斜めの２魚種を釣ると
入賞

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/


７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２５日（火）～８月３１日（木） お子様ソフトクリーム無料サービス 寿楼本館、臨水亭 寿楼本館、臨水亭
２歳以上のご宿泊のお子様全員にソフトクリームをサー
ビスいたします。（団体でお申込の方は除きます）

http://www.kotobuki
rou/jp

寿楼
０７８－７３１－４３５１
info@kotobukirou.jp

７月２９日（土）
１０：００～12：００

ミズノ　キッズサッカーゲーム大会 総合運動公園
ユニバー記念競技場

補助競技場

初心者でも気軽に参加できる試合中心のイベントです。
その場でチームを決めて行うので、お一人でも！兄弟と
でも！お友達とでも！
夏休みの思い出作りにいかがですか？サッカーを通し
て新しいお友達を作りませんか？
対象：年中・年長で一クラス、小学１・２年で一クラス
定員：各クラス２０名
参加費：１，０００円（税込）
申込方法：６月１９日（月）より電話受付開始
※先着順、定員に達し次第終了　申込期限７月２４日
（月）１７時

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/evesch/2
01707kidssoccer/

神戸総合運動公園
ユニバー記念競技場
０７８－７９３－６１５０

７月３０日（日）
神戸開港１５０年

海フェスタ協賛釣り大会
須磨海づり公園

管理塔下釣台監視詰所
管理塔売店

神戸開港１５０年を記念した釣り大会
http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

７月３０日（日）
８：３０～１６：００

子ぼんさん修行 大本山須磨寺 本坊
子どもたちにお寺や仏教に親近感を持ってもらおうと、
日帰りの小僧修行を計画しています。入門式、数珠を作
り、諸堂参拝、座禅、おそうじ、食事作法等の体験

須磨寺寺務所
０７８－７３１－０４１６

http://www.kotobukirou/jp
http://www.kotobukirou/jp
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/

