１２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

～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

概要

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）

ＵＲＬ

http://www.sumakagetsu.com/

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・ http://www.suma販売
kagetsu.com/

問い合わせ先

須磨観光ハウス味と宿
花月
０７８－７３１－３７５１

須磨観光ハウス味と宿
花月
０７８－７３１－３７５１

～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

～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

１２月２日（土）～２月１２日（月）

神戸須磨アクアイルミナージュ

須磨海浜水族園

全園

１２月２日（土）～２７日（水）

特別展「ターシャが紡ぐ物語」

須磨離宮公園

植物園鑑賞温室

アメリカの著名な絵本作家であり、園芸家（ガーデナー）
https://www.kobeであったターシャ・テューダーの絵本の紹介パネルやお
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
庭をイメージした飾花ディスプレイ等でターシャの世界を
０７８－７３２－６６８８
nt/
表現します。

１２月２日（土）～２７日（水）

ポインセチア展

須磨離宮公園

植物園鑑賞温室

クリスマスフラワーともいわれるポインセチアの展示

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
http://sumasui.jp/
す。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

夜の水族館とイルミネーション、プロジェクションマッピン
グとコラボしたイルカナイトライブなどで幻想的な空間演
出がお楽しみいただけます。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

http://sumasui.jp/

https://www.kobe須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
０７８－７３２－６６８８
nt/
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１２月６日（水）～１０日（日）
抽選９日（日）～１０日（月）
１０時３０分～１９時３０分

名谷北センター歳末感謝セール

名谷北センター

北落合４丁目５

１２月６日（水）、２０日（水）
１９時～２１時（※１８時３０分～受付）
要申込

個人参加型フットサル

神戸総合運動公園

１２月７日（木）～２月１２日（月）

こたつで魚鑑賞

須磨海浜水族園

本館１階大水槽前

筋力アップ講習会

神戸総合運動公園

園内

１２月１０日（日）
１１時～
１４時～

名谷北センター歳末もちつき

名谷北センター

北落合４丁目５

はじめよう！！
フットサル

神戸総合運動公園

歳末セールと抽選を行います。
セール期間中のレシート合計2,000円で一回抽選できま
す。
特等４本 ５，０００円分のお買い物券
１等１５本 ３，０００円分のお買い物券

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
グリーンアリーナ神戸メ
時間：１９：００～２１：００（受付開始１８：３０～）
インアリーン
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）

１２月９日（土）
１０時～１２時
９時３０分より受付
要申込

１２月１１日（月）
１９時３０分～２１時
（受付開始１９時～）
要申込

概要

ＵＲＬ

http://om-kobeshop.info/1593

問い合わせ先

名谷北センターテナント
会
理容シオバラ
０７８－７９１－６５６２

神戸総合運動公園
http://www.kobeグリーンアリーナ神戸
park.or.jp/sougou/in
トレーニングセンター
formation/school/20
０７８－７９６－１１２６
17kojinfut/
futsal@katc98.com

大水槽前にこたつが登場。ゆったりと魚を観察いただけ
ると大変好評です。

http://sumasui.jp/

筋力アップに繋がるウォーキング方法を伝授します。
対象：小学生～一般
定員：２５名
集合場所：公園案内所
参加費：５００円（税込）
申し込み不要、当日案内所前で受付

http://www.kobeグリーンアリーナ神戸
park.or.jp/sougou/in トレーニングセンター
formation/school/u ０７８－７９６－１１２６
wc/

ご来場の方に各回先着順で３００名さまにつきたてのお
餅をふるまいます。

http://om-kobeshop.info/1593

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
グリーンアリーナ神戸
時間：１９：３０～２１：００（受付開始１９：００～）
メインアリーナ
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）

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

名谷北センターテナント
会
理容シオバラ
０７８－７９１－６５６２

神戸総合運動公園
http://www.kobeグリーンアリーナ神戸
park.or.jp/sougou/in
トレーニングセンター
formation/school/20
０７８－７９６－１１２６
17hajisaru/
futsal@katc98.com
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１２月１１日（月）
１０時～１１時
（受付開始９時４５分～）
要申込

１２月１２日（火）
１３時～１４時
（受付開始１２時４５分～）
要申込

１２月１２日（火）、１８日（月）
１０時～１１時３０分
（受付開始９時４５分～）
要申込

１歳からの親子体操教室

ベビーマッサージ教室

親子体操教室

施設名

神戸総合運動公園

場所

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

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
育発達に効果的♪♪
親子のスキンシップが絆・愛情・信頼関係を育てます！
神戸総合運動公園
手遊びやリズム体操、跳び箱やボールをつかいながら楽 http://www.katc98.c
グリーンアリーナ神戸
グリーンアリーナ神戸
しくからだを動かしましょう☆
om/information/inde
グリーンスタジオ
トレーニングセンター
対象：１歳のお子様と保護者 １５組
x/id/6
０７８－７９６－１１２６
※定員になり次第締め切ります。ご了承ください。
料金：１，０００円（税込）
申し込み：右記HPより受付。（先着順）

神戸総合運動公園

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。
グリーンアリーナ神戸
対象：生後２ヶ月から１歳までの赤ちゃんとお母さん １０ http://www.katc98.c
グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
組
om/event/form/id/
グリーンスタジオ
０７８－７９６－１１２６
参加費：１，０００円（税込）
2
申込方法：申し込み受付中（※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。

神戸総合運動公園

２,３歳児対象の親子体操教室！
親子でコミュニケーションをとりながら運動神経やリズム
感、協調性を身につけていきます！
神戸総合運動公園
たくさんの運動、音楽にふれあい楽しくからだを動かしま http://www.katc98.c
グリーンアリーナ神戸
グリーンアリーナ神戸
しょう☆
om/information/inde
グリーンスタジオ
トレーニングセンター
対象：２，３歳のお子様と保護者 20組
x/id/7
０７８－７９６－１１２６
※定員になり次第締め切ります。ご了承ください。
料金：１，０００円（税込）
申し込み：右記HPより受付。（先着順）

１２月１５日（金）～１月１４日（日）

ジャンボ松竹梅の展示

須磨離宮公園

本園中門広場

１２月１６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

須磨離宮公園の迎春は１９８３年の暮れから毎年飾り付
けを行っている伝統のお正月飾り「ジャンボ松竹梅」がお
https://www.kobe出迎え。間口４メートル、奥行き２．６メートル、高さ意３．
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
３メートルもある大きな寄せ植えで、松・竹・梅をはじめ千
０７８－７３２－６６８８
nt/
両、万両、福寿草など、縁起の良い植物と景石などをあ
しらっています。

テーマ①「平安時代・貴族女性の生活（２）」
②～正岡子規生誕１５０年記念～
「子規、生涯最良の地・須磨」
※資料が必要な方は資料代２００円をご協力ください。

http://koboNPO法人須磨歴史倶楽
kitano.my.coocan.jp/
部
rekisiku1/sumagaku
０９０－４３０２－８９８５
/sumagaku.htm
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ＵＲＬ

問い合わせ先

サンタクロースに大変身！
「ちびっこサンタ隊」としてパティオ館内をパレードしよう！
みんなでクリスマスソングを合唱しよう！
参加いただいたお子さまには、お菓子をプレゼント。
応募期間：11/16（木）～12/3（日）
応募資格：①3～6歳
②保護者様の同伴なく、ご自身でパレードに
参加できるお子さま。
※衣装は須磨パティオで準備
募集人数：各回20名
須磨パティオ
1番館センターコートか ※保護者様の同伴はできません。お一人でパレードに参 http://www.patio.gr.j
（インフォメーション）
ら館内パレード
加できるお子様に限ります。
p/event/2017/12/
０７８－７９３－１７４０
※兄弟、姉妹の場合は、それぞれでお申込みください。
※応募者多数の場合は、抽選にて参加者を決定させて
いただきます。
※抽選結果は、12/8（金）にメールにてお知らせします。
メールアドレスは必ずご入力いただき、受信できる設定を
してください。
※イベント当日に、運営サイドが撮影する画像や映像に
つきましては、須磨パティオの折込チラシやホームペー
ジ、フェイスブックなどに掲載させていただく場合がありま
す。

１２月１６日（土）
①１１時～ ②１３時３０分～ ③１６時～
※各回約45分程度
要応募

かわいいこどもたちのサンタパレード
ちびっこサンタ大募集！！

須磨パティオ

１２月１６日（土）
１３時～１５時
要申込

北須磨クリスマス会

北須磨文化センター

北須磨文化センター

ものづくりを楽しんだり、読み聞かせなどでクリスマスを
楽しみます。
参加料：５００円

http://www.kobe北須磨文化センター
spokyo.jp/kitasuma/ ０７８－７９１－０８４０

１２月１７日（日）

冬のキャンドルナイト

須磨離宮公園

本園噴水広場

噴水ライトアップ、キャンドルアートの灯りが冬の夜に温
もりをあたえる。
開園時間は１７時～１９時
※本園のみ。入園は１８時３０分まで

https://www.kobe須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
０７８－７３２－６６８８
nt/

１２月１７日（日）
１０時～１２時
要申込

親子自然教室「冬鳥の観察」

北須磨文化センター

北須磨文化センター

落合池を中心に冬鳥の観察会を行います。
参加料：３００円

http://www.kobe北須磨文化センター
spokyo.jp/kitasuma/ ０７８－７９１－０８４０
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１２月１８日（月）～２４日（日）
抽選２３日（土）～２４日（日）
１０時～１６時

高倉台近隣センター歳末大売出し

高倉台近隣センター

高倉台４丁目２

１２月２５日（月）
１０時～１３時

土池５の市
産地直送野菜市もちつき

土池サブセンター

菅の台６丁目２５

１２月３０日（土）～３１日（日）
９時～１６時

正月用活魚直売会

須磨海づり公園

第４釣台海洋放牧場

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

ｻﾎﾟｰﾄはなと藤井商店の間の空き店舗にて
特等：高倉台近隣センター・ピーコックストア共通券
10000円分×4本
１等：高倉台近隣センター・ピーコックストア共通券 5000 http://om-kobe円分×8本 他
shop.info/1597
セール期間中のお買い上げレシート合計2000円で一回
抽選できます。
なくなり次第終了致します。

高倉台商店会
前川
０７８－７３４－７１９６

丹波篠山の産地直送野菜市と餅つき
どなたでもご参加いただけます。
ご来場の方に、先着順でつきたてのお餅をふるまいま
す。

大山振興会
０７９－５９６－０００１

http://om-kobeshop.info/1618

年末恒例の活魚直売会。マダイ・ヒラメ・ハマチなど生き
た魚をその場で〆て販売します。直売会のみご利用の方
http://www.umiduri. 須磨海づり公園
は入園料不要。ちりめんの即売会、海産物の浜焼きも開
com/
０７８－７３５－２９０７
催。
※売り切れになる場合があります。

