
10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

～１０月９日（月・祝）
秋のこどもまつり

子供の森deスタンプ！スタンプ！スタンプ！
須磨離宮公園 須磨離宮公園

期間中の土日祝は小・中学生入園無料
あおぞらヨガ、ツリーイング、四季の植物と見どころ散歩
などのイベントも開催。（詳細は離宮公園ＨＰを確認くだ
さい）
子供の森を利用ごとにスタンプを集め、景品を進呈する
「子供の森deスタンプ！スタンプ！スタンプ！」も同時開
催。（１０時～１６時）

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

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

～１０月２９日（日）までの土・日・祝
ハムスターボール

チクチュー
須磨浦山上遊園 ふんすいランド

料金：ハムスターボール（１人乗り）５００円／回
チクチュー（１人乗り）６００円／回
　　　　　　　（２人乗り）１，０００円／回
※体重制限あり

http://www.sumaura
-
yuen.jp/news/detail.
php?id=55

須磨浦山上遊園
０７８－７３１－２５２０

～１１月５日（日） スマスイ思い出写真展 須磨海浜水族園 本館２階
お客様からご提供いただいた写真で構成する「スマスイ
の思い出写真展」を開催します。

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

～１１月５日（日） ＢＢＱ チムジルバンスパ神戸 駐車場屋上

神戸三宮から車で１５分、チムジルバンスパ神戸の駐車
場屋上にバーベキュー場がオープン！手ぶらでBBQが
楽しめる♪食材の持ち込みも可能！
※完全予約制
[ 予約受付 ]
TEL: 06-7656-1924 （10:00～18:00）

http://chimuspa.bbq
bin.com/

ご予約・お問い合わせ
０６－７６５６－１９２４

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

１０月１日（日）～１１月３０日（木）
須磨歴史紀行スタンプラリー
～神戸開港と近代の須磨～

須磨観光協会 須磨区内各所

神戸港開港から１５０年になる今年度は「神戸開港と近
代の須磨」をテーマに神戸開港や須磨に華やいだ別荘
文化にまつわる区内の史跡を巡っていただくスタンプラ
リーを実施します。参加者には、抽選で素敵な賞品が当
たりますので、ぜひご参加ください。
参加方法等、詳細はＵＲＬをご覧ください。

http://www.suma-
kankokyokai.gr.jp/

須磨観光協会事務局
（須磨区まちづくり課内）
０７８－７３１－４３４１
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１０月１日（日）～ ペンギンのお散歩ライブ 須磨海浜水族園 ペンギン館
ペンギンが飼育エリアを飛び出して園内をお散歩しま
す。飼育員の解説を聞きながら間近で観察するチャンス
です。

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

１０月１日（日）、８日（日）、１５日（日）、
２２日（日）、２９日（日）、

１１月１２日（日）、２６日（日）
９時３０分集合～１２時１５分頃解散

須磨まち歩き
～神戸開港と近代の須磨～

集合場所
１０月はＪＲ須磨駅構内

１１月は地下鉄板宿駅改札口前
須磨区内

１０月１日（日）須磨離宮公園入園料が４００円かかりま
す。
ただし、６５歳以上の県民（要証明書）・のびのびパス
ポート提示で無料。当日配布のスタンプラリーパスポート
クーポン券提出で２０％割引。
１０月１５日（日）ロープウェイ乗車料片道４５０円がかか
ります。当日配布のスタンプラリーパスポート提示で２
０％割引。

http://kobo-
kitano.my.coocan.jp/
rekisiku1/sumawalk
/machiaruki1.html

NPO法人須磨歴史倶楽
部
０９０－４３０２－８９８５

１０月１日（日）
①１０時３０分～１２時３０分
②１３時３０分～１６時３０分

※各階終了３０分前に受付終了

アシックスキッズスポーツチャレンジ 須磨パティオ

買物広場
※雨天時は１番館

１Ｆセンターコートにて
実施

アシックス専門スタッフが、お子さまの運動能力のレベル
を総合的に判断！からだを動かす楽しさ実感。運動に取
り組むきっかけ作りに。
測定項目①１０ｍ走②バランス歩き③テニスボール投げ
参加方法：満２歳から小学生以下のお子さまで①～③の
いずれかでお一人様１回後参加いただけます。
①パティオでの当日ご利用レシート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、配信内容のご提示。
③パティオfacebookの「いいね！」をクリック

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/10/

須磨パティオ
０７８-７９３-１７４０
（インフォメーション）

１０月２日（月）、１６日（月）
１９時３０分～２１時
（受付開始１９時～）

はじめよう！！
フットサル

神戸総合運動公園
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/2
017hajisaru/

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

１０月３日（火）、２３日（月）
１０時～１１時３０分

（受付開始９時４５分～）
親子体操教室 神戸総合運動公園 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

http://www.katc98.com/
http://www.katc98.com/


10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

１０月３日（火）
１３時～１４時

（受付開始１２時４５分～）
ベビーマッサージ教室 神戸総合運動公園

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.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

１０月４日（水） 第３０回　離宮月見の宴 須磨離宮公園 本園

千年以上の歴史がある月見の名所、須磨離宮公園で中
秋の名月の日に開催。須磨一絃琴の演奏やピアノと尺
八のデュオ、月見にまつわる講談などが楽しめるステー
ジイベントのほか、「月見茶会」や北須磨小学校の児童
の絵画映写、天体観測コーナーが催され、風情あるお月
見が堪能できる。

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/event-3415/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

１０月４日（水）～１２月２５日（木）
『きもので花月』

着物でのお食事で特典あり
須磨観光ハウス　味と宿　花月

須磨観光ハウス
味と宿
花月

着物で来店しお食事されたお客様に限りお食事代金１
０％割引＆プチプレゼント※要予約（喫茶利用は除く）

suma-kagetsu.com
須磨観光ハウス味と宿
花月
０７８－７３１－３７５１

１０月６日（金）
ＫＯＢＥ観光ウィーク協賛
基本釣り料半額サービス

須磨海づり公園
基本釣り料（４時間分）が半額。但し、４時間を超えて釣
りをする場合は割り増し料金がかかります。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１０月７日（土）～９日（月・祝）
１０時～１７時

五つ星ひょうご選定商品物産展 須磨パティオ
１番館１Ｆセンターコート

※約１０店舗出店

兵庫五国（摂津・播磨・但馬・丹波・淡路）の豊かな自然
と文化を生かした商品に創意工夫施した逸品を「五つ星
ひょうご」として発信！あなたのお気に入りを見つけてく
ださい。

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/10/

須磨パティオ
０７８-７９３-１７４０
（インフォメーション）

http://www.katc98.com/
http://www.katc98.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
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１０月７日（土）、１４日（土）、
２１日（土）、２８日（土）

ナイターサタデー 須磨海づり公園
夜釣りファン待望のナイター営業。タチウオ、アナゴ、ア
オリイカなどを狙える２１時までの営業です。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１０月７日（土）、１４日（土）、
２１日（土）、２８日（土）

サーベルナイト２nd Stage 須磨海づり公園

当日の釣り券をお持ちの６歳以上で、エギングをされる
方の釣り大会。アオリイカ２ハイの総重量を競います。上
位３名に招待券を進呈。２０時～２０時３０分の間に管理
塔下釣台監視詰所にて再審査受付します。期間内の数
釣り賞も同時エントリー。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１０月７日（土）、２１日（土）、１１月４日
（土）

親子海釣り教室 須磨海づり公園
初心者でも手ぶらで気軽に海釣りをたのしめる大変お得
な釣り教室。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１０月７日（土）
１０時～１６時
※小雨決行

グリーンフェスタこうべ２０１７ 神戸総合運動公園 植木市、園芸資材発売、福祉の店、木工教室、キャラク
ターショーなど

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/evesch/2
017greenfesta/

花と緑のまち推進セン
ター
０７８－３５１－６７５６

１０月９日（月・祝）
午前の部１０時～１１時２０分
午後の部１３時～１４時２０分

親子テニス教室 神戸総合運動公園 テニスコート

体育の日はミニテニス、ボレーボレー、ミニゲームなど親
子でのコミュニケーションをとりながらテニスを楽しもう♪
対象：小学生とその保護者各部１２組
参加費：１人５００円（税込）
申込：９月１５日（金）午前１０時から先着順にて電話受付

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/evesch/2
01710oyakotennis/

神戸総合運動公園
テニスコート
０７８－７９４－０９１１

http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
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１０月１１日（水）、２５日（水）
１９時～２１時

（受付開始１８時３０分～）
個人参加型フットサル 神戸総合運動公園 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/2
017kojinfut/

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

１０月１２日（木）～１２月２５日（月）
王暁玫　―画語風情―

水墨画と彩の世界
須磨観光ハウス　味と宿　花月 観光ハウス　味と宿

花月

中国国家博物館の古典開催や西宮市役所において夙
川の桜の水墨画が飾られるなど、日中で活躍する著名
画家水墨画家の王暁玫（おうぎょうばい）の水墨画を展
示・販売

suma-kagetsu.com
須磨観光ハウス味と宿
花月
０７８－７３１－３７５１

１０月１４日（土） GAMAKATSU/LUXXE 1DAYスクイッドマス
ターズ

須磨海づり公園

当日の釣り券をお持ちの６歳以上でエギングをされる方
対象の釣り大会。アオリイカ２ハイの総重量を競います。
上位３名に賞品を進呈、アオリイカが釣れなくても賞品が
当たる「お楽しみ抽選会」もあります。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１０月１４日（土）
１０時～１５時

（雨天１５日順延）
コスモスまつり 神戸総合運動公園 コスモスの丘

スタンプラリークイズ、素朴な遊びのコーナー、ミニライブ
など、手作り感いっぱいのイベント♪

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/evesch/2
017cosmos_fes/

神戸総合運動公園
管理センター
０７８－７９５－５１５１

１０月１４日（土）～１５日（日）
１０時～１６時

※小雨決行、荒天中止
ＰＡＴＩＯミニ動物園 須磨パティオ 駅前広場

名谷駅前広場リニューアル記念イベント！
今話題のふくろうと一緒に写真をとろう！
うさぎやひよこなどの小動物もたくさんいるよ！
参加方法：満２歳から小学生以下のお子さまで①～③の
いずれかでお一人様１回後参加いただけます。
①パティオでの当日ご利用レシート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、配信内容のご提示。
③パティオfacebookの「いいね！」をクリック

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/10/

須磨パティオ
０７８-７９３-１７４０
（インフォメーション）

１０月１４日（土）～１１月５日（日） 秋のローズフェスティバル２０１７ 須磨離宮公園 イベントによって異なる
１０月下旬～１１月中旬に見頃をむかえる約１８０種４，０
００株のバラ。深みのある花色と濃厚な香りが魅力的な
秋のバラが楽しめます。

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

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
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１０月１４日（土）
１０時～１２時

（９時３０分～案内所前にて受付）

ユニバーウォーキングクラブ
神戸総合運動公園 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）

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

１０月１５日（日）
１０時～１２時 親子自然教室「種の観察」 北須磨文化センター 北須磨文化センター

公園を散策し、種の観察をしながらどんぐりを集めてど
んぐり駒作りも行います。
参加費：３００円
定員：１５組
事前申込要、詳細・申込については、問い合わせ先まで

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１０月１６日（月）
１０時～１１時

（９時４５分～受付）
１歳からの親子体操教室 神戸総合運動公園

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！小さいことからたくさ
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歳児の子どもとその保護者１５組
参加費：１，０００円（税込）兄弟１人追加につき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.com
/

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ー７９５ー１１２６

１０月１８日（水）
１７時～１８時３０分

こども将棋体験 北須磨文化センター 北須磨文化センター

こどものための将棋体験教室
対象：小学生
参加費：５００円
事前申込要、詳細・申込については、問い合わせ先まで

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１０月２１日（土）
１０時３０分～１２時

源氏物語を読む「明石の巻を読み楽しむ」 北須磨文化センター 北須磨文化センター

須磨から明石に移住した、昨年の明石の巻
講師：林田定男
参加費：５００円
定員：３０名
事前申込要、詳細・申込については、問い合わせ先まで

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１０月２１日（土）
１４時～１６時

歴史講座「須磨学」 須磨歴史倶楽部 須磨区民センター

テーマ①「清少納言と紫式部」
　　　　 ②～神戸市営交通100周年～
　　　　「須磨の鉄軌道・廃線と未成線」
※資料が必要な方は資料代２００円をご協力ください。

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

NPO法人須磨歴史倶楽
部
０９０－４３０２－８９８５

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/
http://www.katc98.com/


10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

１０月２８日（土）
９時半～１２時

北須磨ファミリーアドベンチャー 北須磨文化センター 北須磨文化センター

家族で自然を楽しみながら、地図を見てポイントを回り、
散策しよう！散策の他にも、みんなでニュースポーツに
チャレンジ！
集合場所：北須磨文化センター　体育館
定員：家族（お子様とその保護者）20組　※先着順
参加費：無料
詳細・申込については問い合わせ先まで

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/
news/archives/132

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１０月２８日（土）
１４時～１６時

アシックスキッズスポーツチャレンジ 北須磨文化センター 北須磨文化センター

体操遊び体験
参加費：５００円
定員：４０名×２回
申込要、詳細・申込については問い合わせ先まで

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１０月２８日（土）
１１時～１５時

高倉台商店会
フリーマーケット

高倉台近隣センター 高倉台４丁目２ フリーマーケット
高倉台商店会
前川
０７８－７３４－７１９６

１０月２９日（日）
９時４５分～１０時４５分

※雨天中止

森林浴ヨガ～Detoxifying＆Purigying～
（デドックスと浄化）

神戸総合運動公園
自然のくに　芝生園地

（雨天時は室内で開催）

秋風が心地よい季節、木漏れ日あふれる空間でヨガリフ
レッシュ！
参加費：１，０００円（税込）／１回
対象：高校生以上
定員：２０名
持ち物：動きやすく体温調整のできる服装・タオル（マッ
ト・飲み物はこちらで用意）
申込：９月２９日（金）から先着順にて電話受付（〆切１０
月２６日）

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/evesch/e
vent201710/

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


