
2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 概要 ＵＲＬ 問い合わせ先

～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
です。

http://sumasui.jp/
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
出がお楽しみいただけます。

http://sumasui.jp/
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
ると大変好評です。

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

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
a.com/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４１－１１２６

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
もリフレシュしませんか？
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
a.com/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４１－１１２６

２月１日（木）～２月１３日（火）（予定） 企画展　バレンタイン展 須磨海浜水族園
本館

エントランス東壁
全般

名前にチョコレートと付く魚などバレンタインにちなんだ
生き物を展示します。生き物たちを見ながら恋する人に
思いを伝えてみませんか？

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

２月１日（木）～２月２８日（水） マダイ釣り大会 須磨海づり公園 全般
期間中に釣り上げたマダイの大きさ及び数量を競う釣り
大会。大物賞上位３名、数釣り賞上位３名へ賞品進呈。

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７
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２月２日（金）～２月２８日（水） 割増フリーサービス月間 須磨海づり公園 全般

割増料金不要！
基本釣り料金だけで一日釣りが楽しめます。
※注射料金は対象外です。
※２月１９日～２月２３日は施設点検のため、臨時休館

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７

２月３日（土）～３月７日（水） 色とりどりの春花展 須磨離宮公園
植物園　観賞温室

横　講習室
全般

色とりどりの花を使ったディスプレイでひと足早く春を感
じることができます。

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

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

２月３日（土）
１１時３０分～
１３時３０分～
１５時３０分～

鬼のフェルトお面づくり 須磨パティオ １番館１Ｆセンターコート 子育て・親子

フェルトを使った鬼のお面作り。フェルトシールで飾り付
けてオリジナルのお面を作ります。
【参加方法】
①～③のいずれかで1つのイベントにお一人様一回ご参
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。
　（※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。
※各回先着25名様
※各回30分前受付

http://www.patio.gr.jp/eve
nt/2018/2/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

２月３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 潮見台休憩所 全般 ウメの香りを楽しむ＆サクラとのちがいは？
https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

２月３日（土）
１０時～１２時

親子自然教室～たこを作って公園であげよう～ 北須磨文化センター ギャラリー～公園 子育て・親子

ぐにゃぐにゃだこを作って、そのたこを公園であげます。
講師 中野照雄氏
参加料 300 円
定員 15 組
※要申込　詳細ＨＰ参照

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/news
/archives/155

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

２月３日（土）
１５時～１９時

～バレンタインデー直前～

ニュースポーツで婚活応援
～トンカツでコンカツ～

北須磨文化センター
体育館・館内喫茶ハウ

ディ
全般

ニュースポーツで今人気のバブルボールで遊んだあと、
パーティで交流も。
参加料：3000 円
定員 男女各10 人
※要申込　詳細ＨＰ参照

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/news
/archives/155

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０
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２月６日（火）～２月２７日（火） 企画展　海苔展 須磨海浜水族園 ２階のぞきメガネ 全般

瀬戸内海で最盛期を迎えた海苔養殖にスポットを当てた
海苔の企画展を行います。スタートは全国海苔貝類漁
業協同組合連合会が定めた２月６日の海苔の日です。
普段何気なく食べている海苔ですが実際はどのように養
殖・製造されているかご存知ですか？海苔の一生や、加
工の工程をパネルで紹介し、海苔にまつわる小ネタも満
載です。須磨の海の海苔養殖場から持ってきた養殖海
苔の展示も行います。

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

２月６日（火）
１０時３０分～１２時

ローズ★Grower 須磨離宮公園 中門広場 全般 体験実習。春バラの準備～冬剪定ほか
https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/eve
nt/

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

２月７日（水）、２月２８日（水）
１９時～２１時

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
18歳以上の男女

おひとりでも参加できる
「個人参加型フットサル」を開催しています。
対象：18歳以上の男女（未経験可）
参加費：1,000円　（見学は無料）
定員：各回 20名
持ち物：運動できる服装、室内シューズ、タオル、フタ付
きの飲み物
申込：開催1ヶ月前～TEL（078-796-1126）または、メー
ル（futsal@katc98.com）（各日先着20名）

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/informat
ion/school/2017kojinfut/

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６

２月９日（金）～２月２５日（日） 第２５回梅見会 須磨離宮公園 イベントによって異なる 全般

早咲きの八重寒紅（やえかんこう）、玉牡丹（ぎょくぼた
ん）から遅咲きの豊後（ぶんご）まで約２５種１６０本のウ
メが１ヶ月にわたって次々と開花していきます。ニホンズ
イセンや菜の花とともに一足早い春の訪れを感じていた
だけます。期間中毎日曜日、祝日に開催される梅見ガイ
ドやコンサート、茶会（１席４００円）も楽しめます。

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

須磨離宮公園
０７８－７３２－６６８８

２月１０日（土）
１３時～
１５時～

カラーサンドバレンタインケーキづくり 須磨パティオ １番館１Ｆセンターコート 全般
参加費：500円
※各回先着20名様
※各回30分前受付

https://www.patio.gr.jp/ev
ent/2018/2/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

２月１０日（土）
１０時～１２時

（９時半より受付）
脳トレ＆ウォーキング 神戸総合運動公園 案内所前にて受付 全般

簡単そうで難しい脳トレ体操！レクリエーションも交ええ
ながら頭と体をリフレッシュさせよう！
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.kobe-
park.or.jp/sougou/informat
ion/evesch/event201802
/

神戸総合運動公園
管理センター
０７８－７９５－５１５１

２月１２日（月）
７時～１１時

参加証配布７時～１０時３０分
審査受付１０時３０分～１１時

根魚カーニバル 須磨海づり公園
受付場所

管理塔下監視員詰所
全般

参加対象：当日に釣りをされるお客様（６歳以上）
対象魚：ガシラ・メバル・アイナメ
※先着１００名様に温かい豚汁をサービスします（審査
受付時）

http://www.umiduri.
com/

須磨海づり公園
０７８－７３５－２９０７
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２月１５日（木）
１０時～なくなり次第終了

HAPPYシニアDAYお買い物券販売 須磨パティオ 1番館センターコート シニア

60才以上の方限定で、とってもお得な「Happyシニアお買
物券」を販売いたします。
150セット限定！5,500円分のお買物券を5,000円で販売
いたします。
※60才以上の方にお買い求めいただけます。
※お買い求めの際は、ご本人様の年齢確認ができるも
のをご持参ください。
※お一人様1セットまでご購入いただけます。
※数量に達し次第終了

http://www.patio.gr.jp/eve
nt/2018/2/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

２月１７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「旗振山と情報伝達の歴史」
　　　　 ②「須磨区の石造文化財」
※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

２月２０日（火）・２１日（水） 月次大師 大本山　須磨寺 境内全域 全般 毎月行われている大師縁日です。
http://www.sumader
a.or.jp/event/taishi.
html

須磨寺本坊
０７８－７３１－０４１６

２月２５日（日）
１０時～１２時

ノルディックウォーキング 神戸総合運動公園 園内 全般

ポールを使うことで、腰や膝への負担を軽減し、
普通のウォーキングに比べて上半身を使うことで
より全身運動になり運動強度が高まります。
ぜひ、ご自身で体感してみてください。
定員：25名
参加費：500円（中学生以下 200円）税込
※要申込・開催1ヶ月前からお電話で受付（078-796-
1126）※先着順
※ノルディックウォーキングはポール無料レンタルあり。

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

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
０７８－７９６－１１２６
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