
7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

【定期開催】
火曜・金曜（祝除く）

10：00～11：00
リラクゼーション寝返り整体教室 神戸総合運動公園

ユニバー記念競
技場 会議室

シニア

全身の力を抜いた動きの中で、肩甲骨、骨盤、
股関節のゆがみを整えます。深いリラクゼーショ
ンにより脳内リフレッシュを図ります。
●定員：20名 ●参加費：1回/1200円（税込）
●講師：日本メディカルスポーツトレーナー、公
認スポーツ整体師　●持ち物：大きめのバスタオ
ル
●申込：随時TEL受付 078-793-6150

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/

ユニバー記念競
技場078-793-
6150

6/23（土）～7/10（火）
10：00～20：00

パティオキッズコーナー 須磨パティオ
１番館1階センター

コート
子育て・親子 参加無料 https://www.patio.gr

.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　793-1740

7/1（日） 土肥富杯ファミリーサビキ釣り大会 神戸市立須磨海づり公園 子育て・親子
㈱土肥富主催
豪華賞品多数の釣り大会。

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

7/1(日）
①11：30～　②13：30～
③15：30～　④17：00～
※各回30分前より受付

プラネタリウムで星空を学び、
夏の夜空を楽しもう！

プラネタリウム
須磨パティオ

１番館１階セン
ターコート

子育て・親子

・各回先着５０名様
・小学生以下のお子さまで①～④のいずれかで
お一人様１回ご参加頂けます。
①1,000円以上の当日ご利用レシート
②メルマガ会員の方は配信内容を提示
③パティオFacebookの「いいね！」クリック
④スマートフォン用アプリ「NEARLY」画面の提示

https://www.patio.gr
.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　７９３－１７４
０

7/1（日）～7/7日（土）まで
離宮の七夕

須磨離宮公園 噴水広場ほか 全般

短冊を書いたり、七夕にまつわるクイズに答えな
がら園内をめぐるスタンプラリー「七つの星を集
めよう」や、紙コップで織姫と彦星を作るワーク
ショップ「織姫と彦星をつくろう！」を開催します。

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/event/

須磨離宮公園
TEL（078）732-
6688

7/1（日）～9/17（月祝） ちゃぷちゃぷ池オープン 神戸総合運動公園 水のくに 子育て・親子
夏の大人気スポット！ちゃぷちゃぷ池を無料開
放！総合運動公園で水遊びを楽しもう！

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/

神戸総合運動公
園管理センター
078-795-5151

7/1（日）～11/30（金）

「第9回デジタルフォトコンテスト作品募集」
テーマ

～誰かに伝えたい、公園で過ごしたシアワセ時
間～

神戸総合運動公園 園内 全般

●募集作品：2018年3月１日（木）以降に来園し
撮影したデジタル写真、総合運動公園ならでは
のモチーフが入り、公園の個性や魅力が伝わる
もの●サイズ：800×600ピクセル以上、3MB以
下、JPEG形式のみ。●テーマ：誰かに伝えた
い、公園で過ごしたシアワセ時間●入賞：10名
●賞品：図書カード

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/

神戸総合運動公
園管理センター
078-795-5151

http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
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7/7（土） 七夕まつり 須磨寺前商店街 全般
１７時から２０時　雨天決行　金魚すくいスーパー
ボールすくいクジ引きを行います。商店街をのぼ
りと吹き流しで飾り付け　夜間営業します。

http://www5f.biglob
e.ne.jp/~sumadera/
http://sky.ap.teacup.
com/sumadera/

須磨寺前商友会
森本　078-958-
8075

7/7(土）
①11：30～　②13：30～

③15：30～
※各回30分前より受付

願いが届きますように♪

ミニ笹づくり
須磨パティオ

１番館１階セン
ターコート

子育て・親子

・各回先着２５名様
・小学生以下のお子さまで①～④のいずれかで
お一人様１回ご参加頂けます。
①1,000円以上の当日ご利用レシート
②メルマガ会員の方は配信内容を提示
③パティオFacebookの「いいね！」クリック
④スマートフォン用アプリ「NEARLY」画面の提示

https://www.patio.gr
.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　793-1740

7/7 10:00～12:00 inBody測定会 北須磨文化センター
北須磨文化セン

ター
全般

inbody測定会で、今の身体を見つめなおしてみ
ませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　参加費:無
料
先着:20人

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化セン
ター

7/14・21・28
10:00～12:00

30分
ピアノ短期教室 北須磨文化センター

北須磨文化セン
ター

全般

グランドピアノを使った30分間のプライベートレッ
スンです。
講師:福島美幸氏
受講料料:9720円（3回通し料金）
定員:4名

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化セン
ター

7/14(土）
①11：30～②13：30～

③15：30～
※各回30分前より受付

サイエンストレジャー 須磨パティオ
１番館１階セン

ターコート
子育て・親子

・各回先着20名様
・小学生以下のお子さまで①～④のいずれかで
お一人様１回ご参加頂けます。
①1,000円以上の当日ご利用レシート
②メルマガ会員の方は配信内容を提示
③パティオFacebookの「いいね！」クリック
④スマートフォン用アプリ「NEARLY」画面の提示

https://www.patio.gr
.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　793-1740

7/14(土)、7/28(土) 親子海釣り教室 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
須磨海づり公園
078-735-2907

7/16(月・祝）
①11：30～②13：30～

③15：30～
※各回30分前より受付

ドローンについて知識を学び実際に操縦しよう

ドローンチャレンジ！
須磨パティオ

１番館１階セン
ターコート

子育て・親子

・各回先着５０名様
・小学生以下のお子さまで①～④のいずれかで
お一人様１回ご参加頂けます。
①1,000円以上の当日ご利用レシート
②メルマガ会員の方は配信内容を提示
③パティオFacebookの「いいね！」クリック
④スマートフォン用アプリ「NEARLY」画面の提示

https://www.patio.gr.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　793-1740

http://www.chimuspa.com/
http://www.chimuspa.com/
http://www.patio.gr.jp/event/2018/5/
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7/21(土）
①11：30～②14：00～

③16：00～

日本一楽しい漢字ドリルのうんこ先生の
クイズショー＆握手会

うんこ先生とあそぼう！

須磨パティオ
１番館１階セン

ターコート
子育て・親子 観覧無料 https://www.patio.gr

.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　793-1740

7/21（土）
14:00～16:00

歴史講座「須磨学」 須磨区民センター 須磨区中島町
テーマ
～バーチャル観光案内～「須磨区碑巡り」
～平清盛生誕900年記念「経済人・清盛」

NPO法人須磨歴
史倶楽部
☎090-8539-8703
または090-4302-
8985

7/21（土）
18：30～

名谷北センター夏まつり手づくり夜店 名谷北センター
須磨区北落合４丁

目５
全般

手づくり夜店
ゲストパフォーマー　Ｍｒ．チョップリン
マジック腹話術＆びっくり風船人間

http://www.om-
kobe.co.jp

名谷北センターテ
ナント会
理容シオバラ　中
根氏
078-791-6562

7/21（土）～8/29（水） サマーフェスティバル 須磨離宮公園
噴水広場、植物園

和室ほか
子育て・親子

「かぶと虫観察会」「ちゃぷちゃぷプールで遊ぼ
う」など夏を満喫できる子ども向けイベントや、
「須磨の植物化石展」「自由研究教室」など夏休
みの宿題に役立つイベントが行われるほか、8月
11日（土祝）～15日（水）の夜間開園時にはライト
アップされた噴水や夜景を見ながらの夕涼みを
楽しむことができます。

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

須磨離宮公園
TEL（078）732-
6688

7/21（土）～8/29（水） 子供の森deスタンプ！×スタンプ！×スタン
プ！

須磨離宮公園
フィールドアスレ
チック 子供の森

子育て・親子
「子供の森」を利用するごとにスタンプを集める
と、プレゼントがもらえます。

https://www.kobe-
park.or.jp/rikyu/event/

須磨離宮公園
TEL（078）732-
6688

7/22(日）
①13：00～
②15：00～

フラワー講習会
ハーバリウムづくり

須磨パティオ
１番館１階セン

ターコート
全般

・各回先着２０名様

・参加費、お一人様税込５００円

https://www.patio.gr
.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　７９３－１７４
０

7/23（月）～27（金）
8/6（金）～10（金）

●6～9歳 16：15～17：15
●9～12歳 17：20～18：40

ジュニアテニス教室 神戸総合運動公園 テニスコート 学生

テニスを始めたい子、まずはお試しで楽しみたい
方、大歓迎！友達と一緒なら2人で500円（税抜）
でOK！●1回500円（税抜）　●申込：随時、TEL
受付（078-794-6737）

http://www.kobe-
park.or.jp/sougou/

テニスコート078-
794-6737

7/24 10:00～12:00 ハーバリウム体験 北須磨文化センター
北須磨文化セン

ター
全般

自然に乾燥した植物を特殊なオイルに浸して、
美しい状態を長い期間楽しむことが出来ます。
講師:村島範子氏
参加料:300円（別途材料費2000円）
定員:15人

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化セン
ター
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7/25 13:00～14:30 人生100年時代に備えるための金融講座 北須磨文化センター
北須磨文化セン

ター
シニア

人生百年時代に備えるための金融講座
講師:福永英夫氏
定員:30人

http://www.kobe-
spokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化セン
ター

7/28日（土）～8/29日（水） ホラーな植物展 須磨離宮公園 植物園 観賞温室 全般
虫を食べる食虫植物や、見た目がグロテスクな
植物など、ちょっぴり怖くてユーモラスな植物を
展示します。

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

須磨離宮公園
TEL（078）732-
6688

7/28(土）・29(日）
18：00～

たそがれコンサート 須磨パティオ 買物広場 全般

出演
　28日（土）津吹みゆ　「哀愁の木曽路」
　29日（日）　三丘翔太　「面影今いずこ」
　
　小雨決行・雨天中止

https://www.patio.gr
.jp/

須磨パティオイン
フォメーション
TEL　793-1740


