３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。

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

https://www.kobe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
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
じることができます。
０７８－７３２－６６８８
nt/

毎週木曜日
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

岩盤浴の中では、比較的温度設定の低いお部屋で１時
間トランポリンで体を動かしストレッチポールで体を整え http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
てすっきりしていただけます。１レッスン入浴代金込で
a.com/
０７８－７４１－１１２６
たったの２，０００円です。

毎週土曜日

お子さまデー

チムジルバンスパ神戸

子育て・親子

３月１日（木）～３月４日（日）

回数券お得販売

チムジルバンスパ神戸

全般

入浴もしくは岩盤浴回数券を１冊購入ごとに平日岩盤浴 http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
招待券を１枚プレゼント。
a.com/
０７８－７４１－１１２６

３月１日（木）～３月１２日（月）
８時～１６時

メバル釣り大会

須磨海づり公園

管理塔下釣台監視詰所

全般

期間中に釣り上げたメバルの大きさを競う釣り大会。
大物賞上位３名へ賞品進呈。
http://www.umiduri. 須磨海づり公園
参加賞および、30㎝以上のメバルを釣られた方へ「尺メ com/
０７８－７３５－２９０７
バル賞」もあり。

３月３日（土）
１０時～１５時

四季の植物と見どころ散歩
春のグリーンアドベンチャー大会

須磨離宮公園

植物園

全般

https://www.kobe植物園内をまわって草木を学ぶクイズラリー。先着３００
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
名の参加者に花苗プレゼント。
０７８－７３２－６６８８
nt/

概要

３歳以上の入浴をされたお子様にお菓子のプレゼント。

ＵＲＬ

問い合わせ先

須磨海浜水族園
０７８－７３１－７３０１

http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
a.com/
０７８－７４１－１１２６
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３月３日（土）
１０時～１５時

フリーマーケット

北須磨文化センター

ロビー他

全般

手作り品・リサイクル品等２０店が出店

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/files/
uploads/kitasumadayori%2
0ura__8.pdf

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

３月３日（土）
１０時～１２時

シューズ卓球大会

北須磨文化センター

体育館

全般

ラケットの代わりに靴での卓球・初開催
定員：先着２０名 事前申込要
参加費：無料

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/files/
uploads/kitasumadayori%2
0omote__8.pdf

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

３月３日（土）
１０時３０分～１１時３０分

親子じゃがいも植付体験

北須磨文化センター

中庭・プランターに植付

子育て・親子

プランターでの栽培植付体験
６月のいも掘り体験もセットになります。
参加費：２００円
定員：親子７組

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/files/
uploads/kitasumadayori%2
0omote__8.pdf

北須磨文化センター
０７８－７９１－０８４０

３月６日（火）～１４日（水）
１０時～１９時

第8回神戸総合運動公園デジタルフォトコンテスト作品展
・入賞作発表

神戸総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
コスモスギャラリー

全般

昨年夏～秋にかけて一般公募したフォトコンテスト。個
性あふれるフォト作品をご覧ください。
●入場無料
●場所：体育館コスモスギャラリー

http://www.kobepark.or.jp/sougou/?p=116
81

神戸総合運動公園
管理センター
０７８－７９５－５１５１

http://www.kobepark.or.jp/sougou/?p=118
72

神戸総合運動公園
管理センター
TEL：078-795-5151

http://www.kobepark.or.jp/sougou/informat
ion/evesch/2018arcoirisf
utsalclass/

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
TEL：078-796-1126

概要

３月９日(金）
１０時～１２時

菜の花を撮ろう！スマホ写真教室

神戸総合運動公園

コスモスの丘

全般

コスモスの丘に咲く、5万本の菜の花をモチーフにフォト
ジェニックなSNS映えする写真を撮ってみませんか。スマ
ホを使った画像処理もレクチャーします。※説明は
iphoneで行います。●対象：一般20名（スマホ基本操作
ができる方）
●持参物：スマホ/タブレット
●参加費：1000円（税込）
●申込 2/8（木）から先着順でメール受付
（kouhou@kobe-park.or.jp） 定員に達し次第受付終了。

３月１０日（土）
１０時～１２時

アルコイリス神戸フットサルクリニック

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

学生

神戸市を拠点に活動する女子フットサルのクラブチーム
「アルコイリス神戸」によるクリニック。憧れの選手と一緒
に練習しよう。
●対象：小学1-6年生
●申込：2/10（土）～HP受付 ※先着90名

ＵＲＬ

問い合わせ先
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概要

ＵＲＬ

３月１０日（土）
１０時～１２時

トリッキーパンダースバトミントンクリニック

神戸総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
サブアリーナ

学生

バドミントンS/Jリーグで活躍するトリッキーパンダースに
よるクリニック。
●申込 2/10（土）からHP受付 ※先着100名
●対象：小学4～一般

http://www.kobepark.or.jp/sougou/informat
ion/evesch/201803badmi
nton/

３月１１日（日）・３月２５日（日）

キャンドルナイト

チムジルバンスパ神戸

女性露天風呂

全般

夕暮れと同時に女性露天風呂の照明をおとしキャンドル http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
に灯りとジャズの音色でお楽しみいただきます。
a.com/
０７８－７４１－１１２６

３月１２日（月）
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。春バラを咲かせよう～ふりかえりと除草

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

３月１４日（水）

ホワイトデー

チムジルバンスパ神戸

全般

ご来館の女性のお客様に素敵なプレゼントあり。

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

３月１４日（水）～３月２３日（金）

カレイ釣り大会 2nd stage

須磨海づり公園

全般

期間中に釣り上げたカレイの大きさを競う釣り大会。
大物賞上位３名へ賞品進呈。
http://www.umiduri. 須磨海づり公園
参加賞および、40㎝以上のカレイを釣られた方へ「座布 com/
０７８－７３５－２９０７
団賞」もあり。

３月１６日（金）
※雨天延期２０日（火）
９時～１２時３０分

「転法輪寺・明王寺」史跡探訪ウォーキング

神戸総合運動公園

その他

全般

総合運動公園から健康ウォーキングで近隣の寺院（転
法輪寺、明王寺）史跡を巡ります。ボランティアスタッフ
による史跡解説付き。
●参加費：500円 ●申込：電話、FAX、メールのいずれ
かで受付。※抽選20名 ★2/28（水）必着

http://www.kobe神戸総合運動公園
park.or.jp/sougou/in
管理センター
formation/evesch/1
TEL：078-795-5151
80316sisekiwalk/

３月１７日（土）・１８日（日）

きかんしゃトーマスとなかまたち
わくわくトレインツアー出発進行！

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）

子育て・親子

きかんしゃたちが絵本から飛び出してきたかのような、
楽しい夢の世界が広がるトーマストレインイベント。

http://www.patio.gr.jp/eve
nt/2018/3/

問い合わせ先

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
TEL：078-796-1126

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

３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

３月１７日（土）
※雨天中止
１部：９時～１０時３０分
２部：１１時～１２時３０分

ミズノ走り方教室

神戸総合運動公園

ユニバー記念競技場

３月１７日（土）
※雨天順延１８日（日）
１０時～１５時

菜の花まつり

神戸総合運動公園

コスモスの丘

対象

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

子供

ミズノ（株）の陸上競技専任コーチがスポーツの基本で
ある「走り方」を小学生に分かりやすく伝授します。
●対象：小学1-6年生
●申込：往復はがき★3/5（月）必着 ※抽選100名

http://www.kobepark.or.jp/sougou/in ユニバー記念競技場事
formation/evesch/ 務所
mizuno_hasirikatacla TEL：078-793-6150
ss/

全般

ハーブティ無料サービス、ミニ音楽ライブ、スタンプラ
リークイズ、昔ながらの素朴な遊びなど。5万本の菜の
花とともにお楽しみください。
●入場無料

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
TEL：078-795-5151
vent201803/

３月１７日（土）～４月８日（日）

春のこどもまつり

須磨離宮公園

イベントによって異なる

子育て・親子

春の花が次々と咲き続ける須磨離宮公園では週末には
家族で楽しめるイベントが催され、子どもに大人気の「子
https://www.kobe供の森deスタンプ！スタンプ！スタンプ！」やボルダリン
須磨離宮公園
park.or.jp/rikyu/eve
グのプチ体験ができる「フレル！×クライミング！」のほ
０７８－７３２－６６８８
nt/
か、「フレル！×そめ色あそび！」ではでっかい布をみん
なで染めることができる。

３月１９日（月）～３月２５日（日）
９時～１７時
※最終日は１６時まで

第６４回 春の洋らん展

須磨離宮公園

植物園
観賞温室

全般

愛好家が育てた艶やかで多様な洋らん約２００点を展示 https://www.kobe須磨離宮公園
します。また、即売会や相談会をはじめ、「洋らんの育て park.or.jp/rikyu/eve
０７８－７３２－６６８８
方講習会」も開催します。
nt/

３月２４日（土）～４月２４日（火）

Ｗチャンスカード

チムジルバンスパ神戸

全般

ご利用内容によってＷチャンスカードにスタンプをためて
いただき、スタンプの数によって素敵なプレゼントを・・・ http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
すべてのスタンプが押せるとさらに素敵なプレゼントにご a.com/
０７８－７４１－１１２６
応募いただけます。

３月２４日（土）

ワタナベフラワーＬＩＶＥ

須磨パティオ

買物広場（雨天時は健
康館３Ｆパティオホー
ル）

全般

みんなのワクワクロックンロールバンド「ワタナベフラ
ワー」のスペシャルライブ（間に啓明学院中学高等学校
のバトントワーリング部のステージもあり）

３月２４日（土）～４月８日（日）
９時～１６時

春休み親子釣り大会

須磨海づり公園

管理塔下釣台監視詰所

子育て・親子

http://www.patio.gr.jp/eve
nt/2018/3/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

親子で参加の釣り大会。基準値以上の魚を釣ると入賞。 http://www.umiduri. 須磨海づり公園
入賞者へ賞品進呈。
com/
０７８－７３５－２９０７
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３月２５日（日）

春にぴったりコサージュづくり

須磨パティオ

１番館１Ｆセンターコート

全般

３月３１日（土）・４月１日（日）

パティオＨＡＰＰＹイースター

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）

子育て・親子

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

春にぴったりのコサージュを作ります。

http://www.patio.gr.jp/eve
nt/2018/3/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

エッグペイント・エッグハント・エッグロールといった卵を
使ったイースターイベント。

http://www.patio.gr.jp/eve
nt/2018/3/

須磨パティオ
０７８－７９３－１７４０
（インフォメーション）

