１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

対象

～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

全般

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 http://sumasui.jp/
です。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

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

全般

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 http://sumasui.jp/
出がお楽しみいただけます。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

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

全般

大水槽前にこたつが登場。ゆったりと魚を観察いただけ
http://sumasui.jp/
ると大変好評です。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

全般

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
https://www.kobeお出迎え。間口４メートル、奥行き２．６メートル、高さ意
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
３．３メートルもある大きな寄せ植えで、松・竹・梅をはじ
０７８－７３２－６６８８
nt/
め千両、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。

全般

先着１０８名の方には、祈念品をお渡しします。
２１時３０分に配布する整理券をお受け取りの上、順番
にお並び下さい。
１０８名以降の方も午前2時までご自由に鐘を撞いて頂
けます。
※３１日夜、八角堂に於いて、龍雲工房の有志の皆様に
よる甘酒のお接待があります。

全般

元旦は、早朝5時よりロープウェイ・カーレーター・回転展
望閣までを営業します。（13時終了）
（観光リフト及びふんすいランド等その他の施設は休業）
1日の営業時間（5：00～13：00）となります。
※2018年1月1日のご来光は、7時6分ごろです！
http://www.sumaura
須磨浦山上遊園
【新春お年玉プレゼント】
yuen.jp/news/detail. ０７８－７３１－２５２０
ロープウェイご乗車の方に、に幸せを運ぶ招福の「干支 php?id=76
置き物」または「清酒」「お菓子」をプレゼント！
(引換券はロープウェイ改札にてお渡しします。)
日時：2018年1月1日（元旦）5時〜12時
場所：回転展望閣前広場（カーレーター下り駅前）

～１月１４日（日）
１０時～１４時

１２月３１日（日）
２３時４５分～
（整理券配布は２１時３０分～）

１月１日（元旦）
５時～１３時
（新春お年玉プレゼントは１２時まで）

ジャンボ松竹梅の展示

除夜の鐘

須磨浦山上の初日の出

須磨離宮公園

大本山 須磨寺

須磨浦山上遊園

本園中門広場

鐘楼堂（弁慶の鐘）

ロープウェイ・
カーレーター・
回転展望閣

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

http://www.sumader
a.or.jp/oshirase/nen 須磨寺本坊
matunenshi2017.ht ０７８－７３１－０４１６
ml#gantan
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概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

１月１日（元旦）
１４時頃

新春開運修正会（大般若経転読）

大本山 須磨寺

本堂

全般

新年にあたり、その年一年の無事を祈る大法要です。全
六百巻の般若経を転読することにより、新しい年の邪気
を払います。
祈祷札の受付をしておりますので、詳しくは須磨寺本坊
寺務所までお問い合わせ下さい。
※本堂外陣は席数に限りがありますので、祈願札をお
申し込み頂いた方及びご家族の方の入堂を優先させて
頂きますので、ご理解下さい

１月１日（元旦）１０時１２時１５時
１月２日（火）、３日（水）１０時１２時１４時

新春特別護摩祈祷

大本山 須磨寺

護摩堂

全般

http://www.sumader
護摩の修法により、各々の祈願（家内安全、身体健全、
a.or.jp/oshirase/nen 須磨寺本坊
所願成就など）をいたします。ご自由にご参加いただけ
matunenshi2017.ht ０７８－７３１－０４１６
ます。
ml#gantan

１月１日(元旦)、１月２日(火)
１３時１５分

ラッコにおせち

須磨海浜水族園

ラッコ館

全般

特製のおせちをラッコたちに振る舞います。縁起の良い
http://sumasui.jp/
おせちでラッコたちと一緒に新年をお祝いしましょう。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

１月１日（元旦）～１月３０日（火）(予定）

表も白い！？マコガレイ

須磨海浜水族園

本館１階

全般

通常は茶褐色な模様ですが、色素変異が起き、両面共
に白くなったマコガレイの生体展示と色素変異について http://sumasui.jp/
パネル解説をします。

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

１月１日（元旦）～１月３日（水）
９時～

朝風呂

チムジルバンスパ神戸

全般

９時オープン！朝風呂開催につき送迎バス増便！（名
谷・妙法寺・板宿）

http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
a.com/
０７８－７４１－１１２６

１月１日（元旦）～１月３日（水）
１５時～

振る舞いトック（韓国風雑煮）

チムジルバンスパ神戸

全般

１５時から先着２００名様フロント前ロビーで

http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
a.com/
０７８－７４１－１１２６

ロビー

http://www.sumader
a.or.jp/oshirase/nen 須磨寺本坊
matunenshi2017.ht ０７８－７３１－０４１６
ml#gantan
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１月1日（元旦）～１月３日（水）

日本酒風呂

チムジルバンスパ神戸

日替わり湯

全般

日替わり風呂に日本酒を投入！

１月２日（火）
１１時～
１３時３０分～
１５時～

もちつきばやし＆獅子舞

須磨パティオ

買物広場

全般

獅子舞の後、新春お祝い餅つき大会を開催！！ついた
須磨パティオ
http://www.patio.gr.j
お餅は無料で振舞います。（数量限定）※参加無料
０７８－７９３－１７４０
p/event/2018/1/
参加方法などの詳細は右記ＵＲＬをご参照ください。
（インフォメーション）

１・２月の
第１・第３火曜日
１５時３０分～１６時３０分

ハワイアンフラ

チムジルバンスパ神戸

岩盤浴香林房

全般

岩盤浴内香林房で15時30分～16時30分に温かいお部
屋でフラの音楽に合わせて体を動かしませんか?
1月2月は、岩盤浴ご利用のお客様レッスン料無料（先
着順予約受付）

http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
a.com/
０７８－７４１－１１２６

全般

参加対象：当日に釣り券をご購入のお客様
賞品：下記よりお一つ進呈
・海づり公園招待券（基本釣り料４時間分）
・トロフィー
・楯
※開催期間中、先着１００名様限り粗品進呈

http://www.umiduri. 須磨海づり公園
com/
０７８－７３５－２９０７

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
a.com/
０７８－７４１－１１２６

１月２日（火）～１月４日（木）
９時～１６時

新春釣り大会

須磨海づり公園

受付場所
管理塔下監視員詰所

１月２日（火）

福袋販売

須磨海づり公園

売店

全般

基本料金分の釣り招待券が付いた福袋を販売します。
￥２，０００円 限定５０個
詳細は右記問い合わせ先まで

http://www.umiduri. 須磨海づり公園
com/
０７８－７３５－２９０７

１月３日（水）
１１時３０分～
１３時～
１５時～
１７時～

新春ラッキービンゴ

須磨パティオ

1番館センターコート

全般

今年最初の運だめし！ビンゴ大会を開催します！
参加方法などの詳細は右記ＵＲＬをご参照ください。

須磨パティオ
http://www.patio.gr.j
０７８－７９３－１７４０
p/event/2018/1/
（インフォメーション）
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ＵＲＬ

問い合わせ先

１・２月の
第１・第２・第４木曜日
１３時３０分～１４時３０分

ミニトランポリン＆ストレッチボール

チムジルバンスパ神戸

岩盤浴香林房

全般

岩盤浴内香林房で13：30～14：30にトランポリン・ストレッ
チポールのハーフ＆ハーフでじんわり汗をかいて心も体
http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
もリフレシュしませんか？
a.com/
０７８－７４１－１１２６
1月2月は、岩盤浴ご利用のお客様レッスン料無料（先着
順予約受付）

１月５日（金）～１月８日（月・祝）

迎春

須磨離宮公園

イベントによって異なる

全般

恒例のジャンボ松竹梅の展示や、なかよし太鼓の演奏、
https://www.kobeもちつきとぜんざいのふるまい、コマ回しや羽根つき、福
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
笑いなど昔ながらの日本らしいお正月イベントをお楽し
０７８－７３２－６６８８
nt/
みいただけます。

１月６日（土）
１３時～
１５時～

新春ハッピーステージ

須磨パティオ

１番館センターコート

全般

新春を祝い、南京玉すだれや皿回しなどのステージで
す。※観覧無料
参加方法などの詳細は右記ＵＲＬをご参照ください。

須磨パティオ
http://www.patio.gr.j
０７８－７９３－１７４０
p/event/2018/1/
（インフォメーション）

１月６日（土）
１３時３０分～１５時

四季の植物と見どころ散歩

須磨離宮公園

植物園 観賞温室
横 講習室

全般

サザンカとツバキのちがいは？ロウバイの匂いは？
四季の植物と見どころを解説。

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

１月６日（土）
１０時～

正月もちつき

北須磨文化センター

ロビー

全般

朝１０時頃から蒸しあがった順番に餅つきを始めます。
お子さんから大人の方まで餅つきに参加できます。

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

１月７日（土）・１月８日（日・月祝）
１０時～１７時

昭和のおもちゃ広場

須磨パティオ

１番館センターコート

子育て・親子

１月７日（日）
７時～１１時

お年玉釣り大会

須磨海づり公園

審査場所
管理塔下監視員詰所

全般

けん玉や竹馬など懐かしいおもちゃで遊べるプレイラン
須磨パティオ
http://www.patio.gr.j
ドです。
０７８－７９３－１７４０
p/event/2018/1/
参加方法などの詳細は右記ＵＲＬをご参照ください。
（インフォメーション）

参加対象：当日に釣り券をご購入のお客様（６歳以上）
審査票配布：各公園の料金所（７時～１０時）
審査時間：１０時３０分～１１時
審査部門：メバルの部、ガシラの部、ウミタナゴの部
※エントリーしたお子様先着３０名様おかしプレゼント
※開催期間中、先着１００名様限り粗品進呈
※豚汁無料サービス（先着１００名様限り） など

http://www.umiduri. 須磨海づり公園
com/
０７８－７３５－２９０７

１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

１月８日（月・祝）
１３時３０分～１６時
（受付開始１３時～）

ユニバーで走り初め！

施設名

神戸総合運動公園

１月９日（火）
１３時～１４時
（受付開始１２時４５分～）
要申込

ベビーマッサージ教室

神戸総合運動公園

１月１０日（水）～１月３１日（水）

エビスダイ（コブダイ）釣り大会

須磨海づり公園

１月１３日（土）
１０時～１２時
（受付開始９時３０分～）

１月１７日（水）
５時３０分より 本堂
１０時より客殿

１月２０日（土）
１０時～１７時

場所

ユニバー記念競技場

グリーンアリーナ神戸
グリーンスタジオ

対象

概要

全般

ユニバー記念競技場を一般開放した「走り初め」を開
催！自分のペースで園地内のコースを自由に走ろう。受
付先着700名様にミニぜんざいサービス。仮装コス
チュームでの参加も大歓迎！
参加費：無料
申込方法：当日１３時～ユニバー競技場入口で受付。

ＵＲＬ

問い合わせ先

http://www.kobe神戸総合運動公園
park.or.jp/sougou/in
管理センター
formation/evesch/h
０７８－７９５－５１５１
asirizome/

子育て・親子

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
トレーニングセンター
組
om/event/form/id/
０７８－７９６－１１２６
参加費：１，０００円（税込）
12
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。

全般

期間中に釣り上げたエビスダイ（コブダイ）の長寸を競う
http://www.umiduri. 須磨海づり公園
釣り大会。平磯海づり公園と同時開催。須磨大物賞・平
com/
０７８－７３５－２９０７
磯大物賞・総合大物賞各章上位３名へ賞品進呈。

全般

今年の歩き初めとして、総合運動公園西側にある標高
190mの高塚山にハイキングに行きます。コースからは
学園都市の町並みや明石海峡の眺望も楽しめます。
参加費：500円（税込）
対象・定員：一般25名
申込：不要・当日朝9時半～公園案内所前で受付。

http://www.kobepark.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

歩き初め！高塚山ハイキング

神戸総合運動公園

阪神淡路大震災物故者慰霊法要

大本山 須磨寺

５時３０分より本堂
１０時より客殿

全般

http://www.sumader
平成７年１月１７日に起こった大震災にてお亡くなりにな
須磨寺本坊
a.or.jp/event/index.
られた方々の菩提をお祈りいたします。
０７８－７３１－０４１６
html

工事現場ちびっこランド

須磨パティオ

１番館１Ｆセンターコート

子育て・親子

ショベルカーやブルドーザーなど、工事現場で活躍する
須磨パティオ
http://www.patio.gr.j
車に乗って工事現場を体験！
０７８－７９３－１７４０
p/event/2018/1/
参加方法などの詳細は右記ＵＲＬをご参照ください。
（インフォメーション）
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イベント名称

施設名

場所

対象

１月２０日（土）・２１日（日）

初大師（大師縁日）

大本山 須磨寺

境内全域

全般

http://www.sumader
毎月行われている縁日ですが、今年最初のお大師様で
須磨寺本坊
a.or.jp/event/taishi.
す。
０７８－７３１－０４１６
html

１月２０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

全般

テーマ①「稲荷神 何故にキツネが神使となったか？」
②～バーチャル観光案内～
「源平合戦散策コース（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

１月２７日（土）
９時３０分～１２時

魅力あっぷセミナー
総合運動公園de冬の野鳥観察

神戸総合運動公園

園内

全般

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。参加費：無料
定員：30名
持ち物：双眼鏡
申込方法： 1/10（水）からTEL受付※先着順

http://www.kobe神戸総合運動公園
park.or.jp/sougou/in
管理センター
formation/evesch/e
０７８－７９５－５１５１
vent201801/

１月２８日（日）
１０時～１２時
（受付開始９時４５分～）
要申込

ノルディックウォーキング

神戸総合運動公園

園内

全般

概要

2本のポールを持って広々とした園内をノルディック形式
で歩こう！通常の歩行と比較し、約1.5倍のカロリーを消
費する全身運動です。
参加費：500円（税込）※ポール無料レンタル有
対象・定員：身長140cm以上の方、25名
申込：開催日の1ヶ月前から電話受付（※先着順）

ＵＲＬ

http://www.kobepark.or.jp/sougou/in
formation/school/u
wc/

問い合わせ先

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

