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～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

～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

～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

～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
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～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

～春頃 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

１１月３日（金祝）
①１１時～
②１４時～

仮面ライダービルドショー 須磨パティオ 買物広場

ショー終了後、お手持ちのカメラによる写真撮影会を実
施します。
※観覧無料
※雨天中止

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/11/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

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。
参加対象：小中学生とその保護者、初心者の方、釣りを
してみたい方ならどなたでも大歓迎！
 （大人の方だけでも参加できます）
受付時間：１０時～１１時
参加方法：受付時間内に料金所にて「釣り教室参加」とお
伝えください。
参加費：￥1,400（基本釣り料・貸竿・エサ・仕掛代を含む）
指導時間：入園より４時間

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１１月５日（日）
神戸市長杯釣り大会 須磨海づり公園

６歳以上で当日の釣り券をお持ちの方が参加できる釣り
大会。部門ごとに１尾長寸を競います。入賞できなくても
賞品ゲットのチャンスがある「お楽しみ抽選会」もありま
す。
参加証配布：６時～９時　料金所にて
審査受付：９時３０分～１０時　管理塔下監視員詰所にて
審査発表：１０時１５分～

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１１月５日（日）
９時３０分集合１２時３０分頃解散

雨天中止

こうべ健康ウォーク
～開港１５０年近代須磨の足跡を辿る～

NPO法人須磨歴史倶楽部 須磨区役所正面玄関

集合：須磨区役所正面玄関
コース：須磨区役所～旧鈴木よね邸跡～天井川～須磨
海浜公園・旧住友別邸門柱・旧和田岬灯台～綱敷天満
宮～旧内田・小曾根邸跡～須磨離宮公園・旧武庫離宮・
岡崎邸

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

NPO法人須磨歴史倶楽
部
０９０－４３０２－８９８５
当日の決行・中止情報
は
神戸市イベント案内・申
込センター
０７８－３３３－３３７２

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


11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

１１月７日（火）
１０時～１２時

歴史探訪「那須与一他妙法寺探訪」 北須磨文化センター 北須磨文化センター

妙法寺から板宿までを史跡等をハイキングします。
申込要（先着順）
定員２０名
費用：３００円

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

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１１月８日（水）、２２日（水）
１９時～２１時（※１８時３０分～受付）

Mix個サル 神戸総合運動公園
グリーンアリーナ神戸メ

インアリーン

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/w
p-
content/uploads/20
17/10/Event201711
.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
futsal@katc98.com

１１月１１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

姿勢改善ウォーキング
カラダのゆがみを直し、ウォーキングで理想的な姿勢へ
と改善しましょう。
対象：小学生～一般
参加費：５００円（税込）
申込不要、当日９時３０分～公園案内所前で受付

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

１１月１２日（日）
１０時～１７時

Go!Go!!
TakakuLand!

～須磨・高倉台団地を見て・知って・あそぼうツアー～
神戸市すまいまちづくり公社

高倉台近隣センター
ピーコックストア前

高倉台団地ライフが体験できるイベントを開催！
下記のようなセミナーやイベントがあります。詳細はホー
ムページをご参照ください！
・高倉台暮らし体験ツアー「森から海へ。須磨のより道プ
ラン」
・住まいの見方がちょっと変わる「住まいの健康診断」と
「断捨離セミナー」
・楽しいワークショップ「団地をグリーンで飾ろう！」
・神戸大学企画「秋の清掃・やきいもフェス」
・モデルルーム公開＆すまいるネット相談員による相談
会
・団地におじゃまします！リノベオープンハウス＆売り家
見学会
・パネル展示＆情報コーナー「須磨・高倉台ってこんなと
ころ」

http://www.kobe-
sumai-machi.or.jp

神戸すまいまちづくり公
社管理課
０７８－２９１ー６１６２

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２０％
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

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-sumai-machi.or.jp/
http://www.kobe-sumai-machi.or.jp/
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１１月１３日（月）、２７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/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

１１月１４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：１０月１４日（土）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

１１月１８日（土）～１１月２９日（水） 第１５回もみじ鑑賞会 須磨離宮公園 植物園

11月中旬～下旬には植物園を中心にイロハモミジなど約
600本の紅葉が見頃を迎えます。花の広場やもみじ道、
旧岡崎邸宅と和庭園の共演も見ごたえがあります。期間
中は夜間のライトアップが行われ、日中とは異なる幻想
的な雰囲気に包まれます。「王侯貴族のバラ園」に咲き
誇る色鮮やかな秋のバラや、秋の洋らん展(11月21日
(月)～11月27日(日))もあわせて楽しめるのも魅力です。

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

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

１１月１８日（土）
９時３０分～１２時

魅力あっぷセミナー総合運動公園de秋の野鳥観察 神戸総合運動公園 案内所集合

渡り鳥の季節、森に囲まれた自然豊かな総合運動公園
で、講師の説明を受けながら、園内にいる様々な野鳥を
観察します。
参加無料
定員：３０名
申込：１１月８日（水）から受付開始。電話、FAX、E-mail
のいずれかで受付開始。
　　　　※先着順

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/w
p-
content/uploads/20
17/10/Event201711
.jpg

管理センター「野鳥観察
係」
０７８－７９５－５１５１
FAX:０７８－７９２－３１２
２
kouhou@kobe-park.or.jp

１１月１８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「鈴木商店・鉄軌道への係わり」
　　　　 ②「鈴木商店・part-3栄町通りと乙仲通り」
※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

１１月１９日（日） こども釣り大会 須磨海づり公園

６歳から１５歳で当日の釣り券をお持ちの方が参加できる
釣り大会。魚種問わず１尾長寸を競います。上位３名へ
賞品進呈、入賞できなくても賞品ゲットのチャンスがある
ラッキー賞や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

http://www.katc98.com/
http://www.katc98.com/
http://www.umiduri.com/
http://www.umiduri.com/
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１１月１９日（日）
神戸マラソン協賛

割増釣り料金フリーサービス
須磨海づり公園 基本釣り料のみで１日魚釣りを楽しめます。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

１１月２０日（月）～１１月２６日（日） 第６３回　秋の洋らん展 須磨離宮公園 植物園鑑賞温室
愛好家が育てた艶やかで多様な洋らん約150点をご覧い
ただけます。また、即売会や相談会も予定しています。

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

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

１１月２３日（木祝）
①１３時～
②１５時～

クリスマスアレンジ講習会 須磨パティオ １番館１Fセンターコート

オリジナルのアレンジメントでクリスマスの準備を。ステキ
におうちを飾ってみませんか？
※各回先着２０名様
※各回３０分前受付

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/11/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

１１月２３日（木祝）
１３時～１４時３０分

親子テニス教室 神戸総合運動公園 テニスコート

秋のさわやかな日はミニテニス、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♪やわらかいスポンジボールを使用するのでお子
様でも安心！テニスが初めての方も大歓迎です！
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：１０月２６日（木）先着順にて電話受付
※定員に達し次第受付終了します。
持ち物、服装：運動のできる服装、シューズ、フタつきの
飲み物、タオル
※※ラケット、ボールはご用意しています。（ラケット持参
可）

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

１１月２３日（木祝）
９：３０～３０分毎に９枠

スイングラボ
～科学の視点からテニスラケット選びをサポート～

神戸総合運動公園 テニスコート

スイングセンサーによる計測データとスイング専門ドク
ターのアドバイスにより、科学の視点から自分にあった最
適なテニスラケット選びを行おう！（スイングラボ３０分＋
ミニレッスン３０分）
参加費：１，０００円（税込）
申し込み：１０月１日より電話受付※１１月１６日（水）２０
時まで受付、先着順

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/u
ploads/2017092507
4141.pdf

神戸総合運動公園
テニスコート
０７８－７９４ー０９１１

１１月２３日（木祝）
９時４５分～１０時４５分

※雨天中止

森林浴ヨガ～のびのびストレッチヨガ～
神戸総合運動公園

自然のくに　芝生園地
雨天中止

自然の中で呼吸にあわせて、ゆっくりと身体をのばしてリ
フレッシュしよう！
参加費：１，０００円（税込）
対象：高校生以上
定員：２０名
持ち物：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）
申込方法：電話受付（開催日の３日前まで）※先着順

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

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


11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

１１月２５日（土）
①１１時～
②１３時～

　　　　③１４時３０分～
④１６時～

トントン相撲パティオ場所 須磨パティオ １番館１Fセンターコート

ワークショップで力士に好きな色を塗ったらトーナメント戦
で盛り上がろう！巨大な土俵をとんとん叩いて大相撲。
【参加方法】
①～③のいずれかで、お一人様ご参加いただけます。
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。
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
※各回先着１６名様
※各回３０分前受付

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/11/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

１１月２６日（日）
①１３時～
②１５時～

ジャズコンサート 須磨パティオ １番館１Fセンターコート

センターコートで至福のひと時を♪素敵な音色をお楽し
みください。
【高橋知道カルテット】
２０１５年に高橋知道を中心に結成。
オリジナルやスタンダードを中心に精力的に演奏活動
中。
※鑑賞無料

https://www.patio.gr
.jp/event/2017/11/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

１１月２６日（日）
北須磨冬のコンサート 北須磨文化センター 須磨音楽協会と共催で開催

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

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

１１月２６日（日）
【１部】１０時～１２時
【２部】１３時～１５時

親子グラブ作り教室 神戸総合運動公園
ユニバー記念競技場会

議室

親子で力を合わせて野球グラブを作ろう！参加者にはも
れなく記念Tシャツをプレゼント！
参加費：９，５００円（税込）
対象：小学生と保護者（手が小さいお子様にはグラブが
大きい場合があります。
定員：各部１０組※応募者多数の場合は抽選
応募方法：往復はがき　★１１月１４日（火）必着　※詳細
HO参照
申込　ユニバー記念競技場事務所「親子グラブ作り係」
６５４－０１６３神戸市須磨区緑台

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/in
formation/evesch/o
yako_glove/

ユニバー記念競技場事
務局
０７８－７９３－６１５０


