11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

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

11月4日（日）
9:30集合

「須磨まち歩き」
～坂？も楽しむ史跡巡り～

区内ウォーク

地下鉄板宿駅集合～【紅葉
坂】～禅昌寺～妙法寺街道
～妙光寺（萩の寺）～那須
与市の墓～妙法寺～弘法
の井戸～地下鉄妙法寺駅

11月10日(日)
・17日(日)・24日(日)
10:30～11:30

親子体操

北須磨文化センター

北須磨文化センター

11月11日（日）
13:00キックオフ

ジャパンラグビートップリーグ
カップ戦2018-2019
神戸製鋼vsヤマハ発動機

11月11日（日）
9：45-10：45
※雨天中止

森林浴ヨガ～リフレッシュフローヨガ～

11月11日（日）
9:30集合

神戸総合運動公園

ユニバー記念競技場

神戸総合運動公園

自然のくに芝生園地

「こうべ健康ウォーク」
～平清盛生誕900年記念～

区内ウォーク

須磨区役所集合～勝福寺
～天井川～松風村雨堂～
頼政薬師寺～須磨寺～現
光寺・・・須磨駅

11月13日(火)
12:00～12:30

ロビーコンサート

北須磨文化センター

北須磨文化センター

11月14日（水）
10：00～12：00
※雨天決行

（40歳以上対象クラス）
健康づくり教室 歩幸会（あるこうかい）
無料体験会

神戸総合運動公園

園内

概要

ＵＲＬ

10月下旬～11月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
park.or.jp/rikyu/event/
な香りが魅力的な秋のバラが楽しめます。

神戸市立須磨離宮公園
078-732-6688

同行ガイド・ウォーク、ファミリー向き・約6
㌔、12:30頃解散予定、申込不要、無料、飲
物持参、小雨決行、

担当者：090-4302-8985

子育て・ 参加費：計3回3000円
親子
定員：10組

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

http://www.top-league.jp/

（公財）日本ラグビーフット
ボール協会 〒107-0061 東
京都港区北青山2-8-35 TEL
03-3401-3321
<チケットに関するお問い合わ
せ>JRFUチケットナビダイヤ
ル0570-02-9551（10時～18
時 火曜・日曜・祝日定休）

全般

ハイレベルな試合を生で観戦しよう！
●13時キックオフ
●中央席自由/一般￥2,500/小中高
￥1,200●自由席/一般￥1,800/小中高
￥500/ペア￥3,000

全般

自然豊かな総合運動公園でマイナスイオ
ンをたっぷり浴びながらヨガを楽しみましょ
う。
●参加費：1000円
http://www.kobe●対象/定員：高校生以上 20名
park.or.jp/sougou/
●申込：先着順にて電話受付
●ホットハーブティ付き
●マットはこちらで用意
同行ガイド・ウォーク、ファミリー向き・約7
㌔、12:30頃解散予定、申込不要、無料、完
歩賞あり、飲物持参、 雨天中止・決行中
止情報は当日朝８時より音声案内：市イベ
ント案内申込センター078-333-3372へ

全般

シニア

問い合わせ先

須磨区音楽協会共催

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター〒6540163 神戸市須磨区緑台
078-796-1126

担当者：090-4302-8985

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

ノルディックとポールを使ったストレッチとエ
クササイズの無料体験会を行います。健康
寿命を延ばそう！
http://www.kobe●対象：40歳以上の男女
park.or.jp/sougou/
●定員：先着10名
●申込：電話受付

北須磨文化センター

神戸総合運動公園ユニバー
記念競技場事務所 〒6540163 神戸市須磨区緑台
078-793-6150

11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

11月16日(金)～
12月2日(日)

第16回 もみじ観賞会

施設名

神戸市立 須磨離宮公園

場所

植物園

対象

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

全般

11月中旬～12月上旬には植物園を中心に
イロハモミジなど約600本の紅葉が見頃を
迎えます。花の広場やもみじ道、旧岡崎邸
宅と和庭園の共演も見ごたえがあります。
期間中は夜間のライトアップが行われ、日 https://www.kobe中とは異なる幻想的な雰囲気に包まれま park.or.jp/rikyu/event/
す。「王侯貴族のバラ園」に咲き誇る色鮮
やかな秋のバラや、秋の洋らん展(11月19
日(月)～11月25日(日))もあわせて楽しめる
のも魅力です。

神戸市立須磨離宮公園
078-732-6688

全般

渡り鳥の季節、森に囲まれた自然豊かな
総合運動公園で講師の説明を聞きながら
様々な野鳥を観察します。
http://www.kobe●定員：30名
park.or.jp/sougou/
●参加無料
●集合場所：公園案内所
●申込：11/1（木）よりTEL受付。※先着順

神戸総合運動公園管理セン
ターTEL：078-795-5151
FAX；078-792-3122
kouhou@kobe-park.or.jp

11月17日（土）
9：30～12:00
※雨天中止

魅力あっぷセミナー
～秋の野鳥観察～

神戸総合運動公園

園内

11月17日（土）
14:00～16:00

歴史講座「須磨学」

須磨区民センター ３F

テーマ：「マッチ物語」、
「華麗なる一族とべっぴんさ
ん」

11月19日(月)～
11月25日(日)

第65回 秋の洋らん展

神戸市立 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
https://www.kobe150点をご覧いただけます。また、即売会
park.or.jp/rikyu/event/
や相談会も予定しています。

神戸市立須磨離宮公園
078-732-6688

11月20日(火)
10:00～12:00

ガーデニング講座

北須磨文化センター

北須磨文化センター

全般

講師:北子勝広氏
参加料:800円
定員:15人

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

資料が必要な方は200円のご協力をお願
いしています。

11月23日(金・祝)
10:30～12:00

続・世界の国めぐり

北須磨文化センター

北須磨文化センター

全般

11月23日・12月21日（各回・金曜日）
各回共10：30～12：00
講師:小澤輝郎氏
参加料:200円（各回）
定員:30人

11月24日(土)
9:30～12:00

版画を楽しもう！年賀状作り

北須磨文化センター

北須磨文化センター

全般

講師:儀間 志郎氏
参加料:1500円
定員:20人

090-8539-8703

11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

11月25日（日）
13:00キックオフ

ジャパンラグビートップリーグ
カップ戦2018-2019
神戸製鋼vs宗像サニックス

神戸総合運動公園

ユニバー記念競技場

全般

ハイレベルな試合を生で観戦しよう！
●13時キックオフ
●中央席自由/一般￥2,500/小中高
￥1,200
●自由席/一般￥1,800/小中高￥500/ペ
ア￥3,000

11月25日(日)
13:30～15:00

北須磨秋のコンサート

北須磨文化センター

北須磨文化センター

全般

須磨区音楽協会共催

11月25日（日）
9:30集合

「須磨まち歩き」
～坂？も楽しむ史跡巡り～

区内ウォーク

地下鉄板宿駅集合～二ノ井
橋【勝福寺坂】～勝福寺～
天井川～旧西国街道～現
光寺～須磨駅

11月26日(月)
10:30～12:00

時事講話「最近の世界・日本は？」

北須磨文化センター

北須磨文化センター

11月28日（水）
9：00～11：30
※雨天中止

11月30日（金）必着

11月30日(金）12月7日
(金)・12月14日(金)
17:15～18:45

グラウンドゴルフでホールインワンにチャレン
ジ！

第9回デジタルフォトコンテスト
～誰かに伝えたい、公園で過ごしたシアワセ
時間～作品募集

ストロングキッズ短期教室

神戸総合運動公園

神戸総合運動公園

北須磨文化センター

補助競技場

園内

北須磨文化センター

ＵＲＬ

問い合わせ先

http://www.top-league.jp/

（公財）日本ラグビーフット
ボール協会 〒107-0061 東
京都港区北青山2-8-35 TEL
03-3401-3321
<チケットに関するお問い合わ
せ>JRFUチケットナビダイヤ
ル0570-02-9551（10時～18
時 火曜・日曜・祝日定休）

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

同行ガイド・ウォーク、ファミリー向き・約6
㌔、12:30頃解散予定、申込不要、無料、飲
物持参、小雨決行、

担当者：090-4302-8985

全般

毎月第4月曜日開催（10：30～12：00）
講師:則長満氏
参加料:200円
定員:30人

全般

補助競技場に設けた距離の異なる8つの
コース（3ｍ～30m）をまわりホールインワン
を目指す。見事達成した方には賞品をプレ
ゼント！今春発売のミズノ社製最新グラブ
でコースを回ることもできる。秋の一日を天 http://www.kobe然芝の上で健康的にグラウンドゴルフを楽 park.or.jp/sougou/
しみましょう。
●参加費：1人1回（8ホール）500円（税込）
●対象・定員 ：先着一般300名
●申込：11/1（木）よりTEL受付。

神戸総合運動公園ユニバー
記念競技場事務所 〒6540163 神戸市須磨区緑台
078-793-6150

全般

2018年3月以降に園内で撮影したデジタル
フォト作品を募集しています。入賞者には
図書カードをプレゼント！19年3月にコスモ
スギャラリーで全作品展示の作品展も開
https://www.kobe催！応募作は積極的にHP、チラシ、ポス
park.or.jp/sougou/
ターなど広報PR媒体に使用します。ぜひこ
の機会に公園のポスターでモデルデビュー
をしてみよう！
●詳細HP参照

神戸総合運動公園管理セン
ターTEL：078-795-5151
FAX；078-792-3122
photo@kobe-park.or.jp

学生

ボールの投げ方や受け方、走り方の練習、
持久力や反射神経を高める運動等を取り
https://www.kobe入れ、今よりもっと体育が得意になるよう指
spokyo.jp/kitasuma/
導していきます。
対象：1年生～3年生

北須磨文化センター

https://www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

