6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

毎週月曜日～金曜日

ヨガ教室

チムジルバンスパ神戸

岩盤浴香林房

全般

１日２回１３時３０分・１９時３０分（月曜は昼のみ・木曜は
http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
夜のみ）どのコースも初めての方でも楽しんでいただけ
a.com/
０７８－７４１－１１２６
るコースになっています。詳しくは問い合わせ先まで。

毎週木曜日
１３：３０～１４：３０

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

ミニトランポリンとストレッチポールを利用して運動不足
や体の疲れを解消してください。

毎週土曜日

お子さまデー

チムジルバンスパ神戸

４月２８日（土）～６月３日（日）
１０：００～１７：００

須磨海岸 潮干狩り

すまうら水産潮干狩り場

６月１日(金)～６月１１日(月)

アオリイカ釣り大会

６月２日(土)、６月１６日(土)

親子海釣り教室

６月２日（土）
〈ハイハイレース〉
①11：00～ ②12：00～
〈カタカタレース〉
①14：00～ ②15：00～
③16：00～

６月２日（土）～６月１７日（日）

子育て・親子

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

御来館していただいたお子様にスーパーボールすくいを http://www.chimusp チムジルバンスパ神戸
楽しんで頂きます。
a.com/
０７８－７４１－１１２６

全般

大人（中学生以上）１，６００円
小人（３才～小学生）８００円
※価格は全て税込み、持帰り可
受付は当日入場口にて。
小学生以下のお子様だけでの入場は不可。

http://sumaurasuisa すまうら水産
n.jp/shiohigari2018 ０７８－７３１－５００１

神戸市立須磨海づり公園

全般

入賞基準400グラム以上のアオリイカを対象とした釣り
大会。基準値以上のアオリイカを釣られた方に賞品進
呈。また、期間中に最重量のアオリイカを釣られた方に
は大物賞もあります。

http://www.umiduri.
078-735-2907
com

神戸市立須磨海づり公園

子育て・親子

親子だけでなく、大人だけの参加も大丈夫。初心者の方
も手ぶらで気軽に釣りを楽しめます。
４時間の釣り料金、貸竿・エサ・仕掛けの料金すべて含
みまして、お一人様1,400円です。

http://www.umiduri.com

子育て・親子

※参加には事前応募が必要です。
応募条件等詳細はHPにて

須磨パティオインフォ
http://www.patio.gr.j メーション
p/
078-793-1740

須磨海岸

赤ちゃん＆ちびっこフェスティバル
須磨パティオ

センターコート

ハイハイ＆カタカタレース

第22回 花しょうぶ観賞会

概要

須磨離宮公園

花しょうぶ園

全般

源氏物語ゆかりの月見の名所“月見山”のふもとに位置
する花しょうぶ園では、「光源氏」、「葵の上」、「薫君」を
はじめ約60種4000株がしっとりと咲き、期間中の毎日曜
https://www.kobe日には公園職員による花しょうぶガイド、6月9日(土)、10
park.or.jp/rikyu/
日(日)にはグリーンティーのサービスが催されます(両日
各先着500名様)。また10日(日)には草笛演奏(13：00～)
が行われ、和の風情を味わえます。

078-735-2907

須磨離宮公園
078-732-6688

6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

６月３日（日）
１４：００～１４：３０

６月３日（日）
〈キックバイクレース〉
①11：00～ ②14：00～
③16：00～

朗読会 ～離宮 語りの宴～

施設名

場所

対象

ＵＲＬ

須磨周辺に伝わる民話や花にまつわる物語、現代の短
編小説など、様々なお話を学生が朗読します。公園の美
しい花々で目を楽しませたあとは、和室でゆっくり耳から
https://www.kobeの読書を一緒に楽しみませんか。小さなプレゼントもあり
park.or.jp/rikyu/
ますよ！
（協力：神戸女子大学 ビブリオ同好会）

問い合わせ先

須磨離宮公園
078-732-6688

須磨離宮公園

植物園 和室

全般

須磨パティオ

買物広場

子育て・親子

※参加には事前応募が必要です。
応募条件等詳細はHPにて

須磨パティオインフォ
http://www.patio.gr.j メーション
p/
078-793-1740

講師:中野照雄氏
参加料:100円
定員:15組

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

新緑あふれる公園の林をマイナスイオンを浴びながら
ウォーキングしましょう！●参加費500円 ●申込不要・
当日朝9時半～案内所まで受付

http://www.kobepark.or.jp/sougou/?p=892
1

キャンドルの灯りとジャズで癒されながら温泉をお楽し
み頂きます。

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

全般

講師:立木俊次
受講料:1500円
材料費:800円

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

全般

入賞基準４０㎝以上のスズキを対象とした釣り大会。基
準値以上のスズキを釣られた方に賞品進呈。また、期間
中に最長寸のスズキを釣られた方には大物賞もありま
す。

http://www.umiduri.com

078-735-2907

赤ちゃん＆ちびっこフェスティバル
キックバイクレース

６月９日 １９：００～２０：３０

親子自然教室「ホタル観察会」

北須磨文化センター

白川の里

子育て・親子

６月９日（土）
１０：００～１２:００

森林浴ウォーク

神戸総合運動公園

案内所前にて受付

全般

６月１０日（日）・１７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

６月１２日 １０：００～１２：００

食育体験教室「そばうち体験」

北須磨文化センター

北須磨文化センター

６月１３日(水)～６月１８日(月)

スズキ釣り大会

神戸市立須磨海づり公園

歴史講座「須磨学」テーマ：須磨百首かるたより
６月１６日（土）１４：００～１６：００ ～「文人が愛した須磨」・～松浦武四郎生誕200
年記念～「須磨と北海道（十勝）」

概要

須磨区民センター ３Ｆ

中島町１丁目（消防署
北側）

申込不要。資料が必要な方は200円のご協力をお願いし
ております。

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

☎090ー8539ー8703
（倶楽部）

6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

６月１７日（日）

父の日キャンドルナイト

チムジルバンスパ神戸

男性露天風呂

６月１９日 １０：００～１２：００

ガーデニング講座「苔玉教室」

北須磨文化センター

北須磨文化センター

６月２０日(水)～６月２５日(月)

チヌ釣り大会

神戸市立須磨海づり公園

６月２３日１０：００～１２：００

食育体験教室「男性のための料理教室」

北須磨文化センター

６月２６日（火）

風呂の日

チムジルバンスパ神戸

６月２８日１０：００～１２：００

食育体験教室「健康料理」

北須磨文化センター

北須磨文化センター

北須磨文化センター

対象

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

通常のキャンドルナイトは女性の露天風呂で開催いたし
ますが父の日は男性の露天風呂でのみ開催し、お父さ
んにキャンドルの明かりの中ゆっくりと温泉を楽しんで頂
きます。

http://www.chimuspa.com
/

チムジルバンスパ神戸
０７８－７４１－１１２６

全般

講師:北子勝広氏
参加料:800円
定員:15人

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

全般

入賞基準３５㎝以上のチヌを対象とした釣り大会。基準
http://www.umiduri.
値以上のチヌを釣られた方に賞品進呈。また、期間中に
078-735-2907
com
最長寸のチヌを釣られた方には大物賞もあります。

全般

講師:鹿谷博子氏
受講料:1210円
材料費:900円

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

全般

入浴+岩盤浴＝１，４００円（会員様限定）

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

全般

講師:伊藤ひで氏
受講料:1210円
材料費:900円

http://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

北須磨文化センター

