10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

月・火・水・木・金

岩盤ヨガ・トランポリン＆
ストレッチポール

チムスパ神戸

チムスパ神戸

全般

13：30～・19：30～
岩盤浴香林坊にて開催

http://www.chimuspa.com

10月6日(土)
10：00～16：00

グリーンフェスタ神戸2018

総合運動公園

総合運動公園

全般

植木市、園芸資材販売、福祉の店、木工教
室、キャラクターショーなど。

https://www.kobe花と緑のまち推進センター
park.or.jp/sougou/information/
078-351-6756
evesch/2018greenfesta/

10月7日（日）
10月21日（日）

キャンドルナイト

チムスパ神戸

チムスパ神戸

10月7日（日）
9:30～12:00

須磨まち歩き～坂？も楽しむ史跡巡り
同 行 案 内

JR須磨駅
集合・出発 ９：３０

須磨駅～
板宿駅

コース：JR須磨駅～須磨智慧の道～[むすめ
坂]～[べんり坂]～須磨離宮公園（要・入園
料）・旧武庫離宮・旧岡崎邸～妙法寺川公園
～板宿駅

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

写真ワークショップを開催いたします。
【講師】And EM 宮本 陽 氏（写真家）
【参加費】 1,000円（税込）
https://www.kobe【対象】スマートフォンの基本操作ができる方 park.or.jp/sougou/information/
※説明はiPhoneで行いますがAndroidでも参加 evesch/cosmos-photolesson/
可
【定員】 20名 （※先着順）

【申込・お問い合わせ】
神戸総合運動公園 管理セン
ター「コスモス スマホ写真教室」
TEL：078-795-5151
（8：45～17：30）

65歳以上の会員様

078-747-1126

総合運動公園

全般

10月12日(金)
10月26日(金)

シニアデー

チムスパ神戸

チムスパ神戸

シニア

邸宅レストラン
ル・アン

10月13日(土)
※雨天順延14日（日）
10～15時

コスモスまつり

神戸総合運動公園

コスモスの丘 入場無料

10月14日（日）
9:30～12:00

須磨まち歩き～坂？も楽しむ史跡巡り
同 行 案 内

JR須磨駅
集合・出発 ９：３０

須磨駅～
市バス停・多井畑厄神

078-747-1126

全般

総合運動公園

神戸迎賓館 旧西尾邸
邸宅レストラン ル・アン

問い合わせ先

078-747-1126

スマホ ｄｅ コスモスフォトレッスン

パンの日

ＵＲＬ

女性露天風呂でキャンドルの灯りをお楽しみく
http://www.chimuspa.com
ださい

10月10日（水）
10時～12時
（受付開始 9：30～）

10月12日（金）
11:30～
13:30～

概要

入浴600円

http://www.chimuspa.com

全般

パンの日開催！
神戸らしさ、料理とパンの相性を楽しんで頂け
る特別イベント。本格フレンチとブーランジェ
神戸迎賓館 旧西尾邸
https://www.vizcaya.jp/restaur
リーのコラボレーションを、「ル・アンのパンの
邸宅レストラン ル・アン
ant/news/#new_02
日」にてお愉しみください！
078-739-7600
【営業時間】11:30～15:30(L.O.)
【料金】3,700円（税サ別)～

全般

花の名所、神戸総合運動公園の「コスモスの
丘」で「コスモスまつり」を開催します。ボラン
https://www.kobe神戸総合運動公園 管理セン
ティアの方々による遊びコーナー、ハーブ
park.or.jp/sougou/information/ ター TEL：078-795-5151
ティーの無料サービスやスタンプラリー、ミニラ
evesch/2018cosmos_fes/
（8：45～17：30）
イブなど、大人も子供も楽しめる催しを用意し
ました。

全般

コース：JR須磨駅～[いなり坂]～[ちどり坂]～
[ちもり坂]～須磨寺～高倉台～[萩の道]～鏡
の井～松風・村雨の墓～義経腰掛の松・ほん
がんさん～多井畑厄除八幡宮～市バス停
【荒天時コース変更あり】

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

ＵＲＬ

問い合わせ先

10月18日（木）
12:30～15:00
（12:00受付）

シェフパティシエに教わる秋のお菓子教室！
ハロウィンがテーマのかぼちゃスイーツ作り

神戸迎賓館 旧西尾邸
邸宅レストラン ル・アン

邸宅レストラン
ル・アン

全般

ハロウィンの季節がやってきました！ご家庭で
できるお菓子をシェフパティシエが伝授。かぼ
ちゃのプリンとかぼちゃのモンブランを美味しく
神戸迎賓館 旧西尾邸
https://www.vizcaya.jp/restaur
作るコツをお届けします。ぜひご参加ください。
邸宅レストラン ル・アン
ant/news/#new_02
【料金】5,000円（税サ込）
078-739-7600
※お子様ご同伴でご参加される方は、ご予約
時にお申し出ください。

10月19日(金)～
11月7日(水)

秋のローズフェスティバル2018

神戸市立 須磨離宮公園

イベントによって異なる

全般

10月下旬～11月中旬に見頃をむかえる約180
https://www.kobe種4,000株のバラ。深みのある花色と濃厚な香
park.or.jp/rikyu/event/
りが魅力的な秋のバラが楽しめます。

078-732-6688

10月20日（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

全般

テーマ 「須磨・大手町界隈四方山話」 ・
古代の須磨考―身分観等について―」

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

10月21日（日）
9:30～12:00

須磨まち歩き～坂？も楽しむ史跡巡り
同 行 案 内

JR須磨駅
集合・出発 ９：３０

須磨駅～
須磨浦公園

全般

コース：JR須磨駅～旧須磨保養院跡～芭蕉句
碑・子規虚子二人句碑～ロープウェイ（要・乗
車料金）～鉢伏山・旗振り山～[坂落とし]～戦
の濱【荒天時コース変更あり】

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

全般

名勝指定の日本庭園を有する重要文化財・神
戸迎賓館にて、和のテイストを織り交ぜた特別
神戸迎賓館 旧西尾邸
コースを御用意しております。日本庭園で楽し https://www.vizcaya.jp/restaur
邸宅レストラン ル・アン
む月見と兵庫県重要無形文化財・須磨琴の音 ant/news/#new_02
078-739-7600
色もご一緒にご堪能ください。
【料金】8,500円（税サ込）

全般

地元で活躍する団体・グループがコーラス、ブ
ラスバンド、ダンス、やバレー等を
https://rifare.com
披露する楽しいステージイベントを開催。
※大ビンゴ大会も開催します。

リファーレ横尾
インフォメーション
078-741-8814
リファーレ横尾名店会
078-741-1252

現光寺（源氏寺）

全般

第１席
第2席
第3席
第4席
第5席
第6席
第7席

【申込先】
公益財団法人
小笠原流煎茶道神戸支部
茶遊の会 予約係 房田秀昭
090-3036-7217（9時～18時）

須磨駅～
須磨海浜公園

全般

コース：JR須磨駅～村上帝社～[いなり坂]～
関守稲荷神社～[リボン坂]～[さくら坂]～須磨
寺～須磨智慧の道～綱敷天満宮～須磨海浜
公園・旧住友別邸門柱・須磨青空元気フェス
ティバル会【無開催時コース変更あり】

10月21日（日）
19:00～21:30
(18:30受付)

10月27日(土)
AM11:00～PM4:00

日本の文化に触れるお月見ディナー
由緒ある月見の名所で優雅なひととき・・・

第３回リファーレ横尾フェスティバル

10月28日（日）

煎茶
茶遊の会

10月28日（日）
9:30～12:00

須磨まち歩き～坂？も楽しむ史跡巡り
同 行 案 内

神戸迎賓館 旧西尾邸
邸宅レストラン ル・アン

邸宅レストラン
ル・アン

リファーレ横尾

リファーレ横尾
駅前広場

JR須磨駅
集合・出発 ９：３０

10時
10時50分
11時40分
12時30分
13時20分
14時10分
14時50分

NPO法人須磨歴史倶楽部
☎ 090-8539-8703
または 090-4302-8985
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10月31日（水）
17:30～ ナイトツアー
18:30～ 秋の収穫祭
ビュッフェ

～11月30日（金）※必着

Halloween Party the night
ハロウィンパーティザナイトin神戸迎賓館

「第9回デジタルフォトコンテスト」

施設名

神戸迎賓館 旧西尾邸
邸宅レストラン ル・アン

総合運動公園

場所

邸宅レストラン
ル・アン

総合運動公園

対象

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

全般

秋の収穫祭にちなんだお料理をビュッフェ形式
でご用意いたします。秋の味覚をふんだんに
盛り込んだシェフ特製メニューをご堪能くださ
い。来年100周年を迎える神戸迎賓館にてドキ
神戸迎賓館 旧西尾邸
ドキわくわくナイトツアーもご用意しておりま
https://www.vizcaya.jp/restaur
邸宅レストラン ル・アン
す。大人も子供も楽しめるハロウィンパーティ ant/news/#new_02
078-739-7600
ザナイト！ぜひご来館くださいませ。※仮装し
てご来館いただいた方には特別割引をご用意
しております。
【料金】4,500円（税サ込）

全般

「第9回デジタルフォトコンテスト」を開催し
その作品を募集します。
【テーマ】
誰かに伝えたい、公園で過ごしたシアワセ時
https://www.kobe間
park.or.jp/sougou/information/
【募集作品】
notice/2018photocon/
・2018年3月以降に総合運動公園で撮影した
デジタル写真・撮影場所が総合運動公園と分
かるモチーフが入った写真。
詳しくは、総合運動公園のＨＰをご覧ください。

神戸総合運動公園 管理セン
ター「フォトコンテスト係」
TEL：078-795-5151
FAX：078-792-3122

