3月イベント情報
日時

日付順に記載しています
イベント名称

施設名

場所

対象

3月1日（金）～31日（日）
受付時間：10:00-16:00

菜の花ビンゴ

神戸総合運動公園

園地

全般

ビンゴカードのキーワードをスマホで撮影！ビンゴを完成させるとオリ
ジナル缶バッジをプレゼントします。◆受付場所：神戸総合運動公園
https://www.kobe管理センター◆参加無料◆さらに特典：園内で撮った「菜の花の写
park.or.jp/sougou/
真」をハッシュタグ「#神戸総合運動公園」を付けてSNS投稿すると、
追加で公園グッズをプレゼント！

3月2日（土）
10：００～15：00

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

3月2日（土）
9：30～12：00
※雨天中止

春の野鳥観察

神戸総合運動公園

園地

全般

菜の花が見頃に入ったコスモスの丘をはじめ、講師と一緒に春の野
鳥を観察します。
https://www.kobe●定員：30名 ●参加無料 ●申込：2/1（金）～電話、FAX、直接来
park.or.jp/sougou/
園、メールで受付。※先着順

神戸総合運動公園 管理センター
078-795-5151、
kouhou@kobe-park.or.jp

3月2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

植物園内をまわって草木を学ぶクイズラリー。先着300名の参加者に https://www.kobe花苗プレゼント。
park.or.jp/rikyu/event/

須磨離宮公園 078-732-6688

須磨浦公園 敦盛塚

全般

須磨寺僧侶による慰霊法要の後には、須磨琴保存会による一絃須
磨琴演奏、須磨寺御詠歌教室の皆様による御詠歌奉詠、小林純子
氏によるしの笛とフルートの吹奏、長田高校音楽部による合唱の奉
納をお聴き頂きます。どなた様もご自由にご参加頂けます。尚、会場
は須磨寺ではなく、山陽電鉄須磨浦公園駅 西側の「敦盛胴塚」です
ので、お間違いのないようにお越し下さい。

須磨寺

概要

問い合わせ先

ＵＲＬ

htt：www.kobespokyo.jp/kitasuma/

神戸総合運動公園 管理センター
078-795-5151、
kouhou@kobe-park.or.jp

北須磨文化センター

平成31年3月2日（土）
14：00

第834回 敦盛祭

3月4日（月）18日（月）
4月2日（月）16日（月）
19:30～21:00
（※19:00～受付）

はじめよう！フットサル

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

全般

18歳以上の男女対象の初心者向けフットサルクリニックです。◆対
象：18歳以上の男女（初心者・初級者）◆定員：各日20名 ◆時間：
19:00～20:30（※18:30～受付）◆参加費：1,000円（税込）◆申込：開
催日1ヶ月前から電話または、メール受付。※先着順

https://www.kobepark.or.jp/sougou/

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
TEL:078-796-1126
futsal@katc98.com

3月4日(月) 10時30分～12時

ローズ★Grower

須磨離宮公園

本園 中門広場

全般

体験実習★春バラを咲かせよう～ふりかえりと除草ほか。 申込：
2/19（火）9時より電話にて受付 定員：先着20名

https://www.kobepark.or.jp/rikyu/event/

須磨離宮公園 078-732-6688

親子でコミュニケーションを図りながら運動神経を伸ばし、リズム感や
協調性も身につけていきますよ！◆対象：満２、３歳の子どもとその
子育て・
https://www.kobe保護者 ◆定員：各日20組◆参加費：1,000円（税込）（兄弟1人追加
親子
park.or.jp/sougou/
500円）◆申込方法： 開催日1ヶ月前からHP受付、開催3日前からは
要TEL（※先着順）

3月5日（火）
4月2日（火）、23日（火）
10：00～11：30
（受付開始9：45～）

親子体操教室

神戸総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
スタジオ

3月6日（水）～18（月）
10：00～19：00
※最終日は正午まで。

第9回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

テーマ「誰かに伝えたい、公園で過ごしたシアワセ時間」をテーマに
公募したフォトコンテスト！ついに入賞作決定！個性あふれるフォト
作品もすべて展示します。●観覧無料

3月 6日（水）20日（水）
4月10日（水）24日（水）
19:00～21:00
（※18:30～受付）

ミックス個サル

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

全般

男女混線（ミックス）でゲームのみを行う個人参加型フットサルです。
◆対象：18歳以上の男女（初心者・初級者）◆定員：各日20名 ◆時 https://www.kobe間：19:00～21:00（※18:30～受付）◆参加費：1,000円（税込）◆申込： park.or.jp/sougou/
開催日1ヶ月前から電話または、メール受付。※先着順

https://www.kobepark.or.jp/sougou/

078-731-0416

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

神戸総合運動公園
管理センター
078-795-5151、
kouhou@kobe-park.or.jp

グリーンアリーナ神戸
トレーニングセンター
TEL:078-796-1126
futsal@katc98.com

3月イベント情報
日時

日付順に記載しています
イベント名称

施設名

場所

対象

3月9日（土）16日（土）
23日（土）30日（土）
*3/2（土）除く
10：00～15：00
雨天中止

菜の花マルシェ

神戸総合運動公園

コスモスの丘

全般

3月の毎週土曜日は、素敵なワークショップやミニマルシェが登場！5
https://www.kobe万本の菜の花が咲く丘で春の休日を過ごしましょう
park.or.jp/sougou/
●入場無料

神戸総合運動公園 管理センター
078-795-5151

神戸総合運動公園 管理センター「3/9
菜の花フォト講座」係
078-795-5151、
kouhou@kobe-park.or.jp

概要

問い合わせ先

ＵＲＬ

3月9日（土）
10：00～12：00
（受付開始：9：30～）

菜の花を撮ろう！写真教室

神戸総合運動公園

座学講義→会議室
撮影実習→コスモスの丘

全般

プロの写真家より学び、5万本の菜の花をよりダイナミックに魅力的に
撮影しよう！●定員：一般 先着20名●講師：宮本 陽氏（写真家｜
AndEM代表） ●参加費：1,000円（税込）●持参物：デジタルカメラ
https://www.kobe（一眼レフ、ミラーレス、コンパクトデジカメ） スマホ、タブレットOK。●
park.or.jp/sougou/
申込方法：2/8（金）から電話またはメール受付［メール申込の場
合]1．氏名 2．連絡先TEL 3．年代（例:30代） 4．使用カメラ機種を記
入。

3月9日（土）10：00～12:00
※雨天中止

菜の花ウォーク

神戸総合運動公園

コスモスの丘

全般

5万本の菜の花が咲くコスモスの丘を中心に園内を巡るウォーキング
https://www.kobe教室！●参加費：500円（税込）●対象：小学生～一般 定員なし。●
park.or.jp/sougou/
申込不要。当日、9：30～案内所前にて受付。

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

3月10日（日）
【1部】10：00～12：00
（小4～中学生）
【2部】13：00～16：00
（高校生・一般）

トリッキーパンダース
バド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

全般

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♪初心者からトップを目指すアスリートまで楽しみながら技術
向上を図ります。●対象：小4～一般 ●定員：各部50名 ●参加費：
800円（税込）
●申込：HP受付※先着順

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

全般

昨年9月に台風の直撃で延期になりました当イベントですがゲストも
出店ブランドも大幅にパワーアップして開催決定！仏教で古くから伝
わる「物を大切に」という教えに加えて、エシカルな活動をする方々を
ゲストに招き、須磨寺の副住職、小池陽人さんとの対談やエシカルブ
ランド紹介をファッションショー形式で行います。今回の『寺thical〜テ
ラシカル〜』を通じて大量生産、大量消費ではなく日々の暮らしで身
にまとう衣服から”エシカル消費”という選択肢を知ってもらうきっかけ
になればと考えます。

メール george.takahashi13@gmail.com
電話 090-4298-9076
(事務局 代表 高橋 大輔)

須磨寺

078-731-0416

078-731-0416

https://www.kobepark.or.jp/sougou/

平成31年3月10日（日）
12:00〜17:00

「寺thical
〜仏教と考えるこれからのファッション〜
＠須磨寺」

平成31年3月11日（月）
14：30

東日本大震災及び
自然災害物故者慰霊法要

須磨寺

本堂

全般

平成23年の東日本大震災で亡くなられた方々の供養と、被災されて
未だご苦労されている方々の一日も早くの復興、そして国内外で起
こっている様々な天災で被害に遭われた方々の供養と復興をお祈り
いたします。東日本大震災発災の午後2時46分に、供養の鐘を21回
打ち鳴らします。

平成31年3月13日（水）
14：00

敦盛公供養法要

須磨寺

本堂

全般

この日が、旧暦2月7日、敦盛卿のご命日に当たります。 どなた様も
ご参加頂けますので、どうぞご参拝下さい。

須磨寺

3月16日（土）
※雨天順延 17（日）
10:00～15:00

菜の花まつり

神戸総合運動公園

コスモスの丘

全般

ハーブティ無料サービス、菜の花ライブ、スタンプラリーなどお楽しみ
https://www.kobeイベント盛りだくさん ●入場無料●駐車料金1日1回500円（P3駅前駐
park.or.jp/sougou/
車場は1時間200円）

神戸総合運動公園 管理センター
078-795-5151、
kouhou@kobe-park.or.jp

3月16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１丁目

「山本周五郎と須磨」 「古記録から見た須磨」

NPO法人須磨歴史倶楽部
☎０９０－８５３９－８７０３

須磨寺

青葉殿

3月イベント情報
日時

日付順に記載しています
イベント名称

施設名

場所

対象

3月18日(月)～3月24日(日)
9時～16時45分
※最終日は16時まで

第66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点を展示します。また、 https://www.kobe即売会や相談会をはじめ、「洋らんの育て方講習会」も開催します。 park.or.jp/rikyu/event/

須磨離宮公園 078-732-6688

平成31年3月18日（月）
～24日（日）

春の彼岸会

須磨寺

全域

全般

彼岸期間中 午前10時と午後2時 特別護摩法要 護摩堂にて※
20日の午後の護摩は、本堂でのお勤めに合わせて、午後3時からと
させて頂きます。

須磨寺

3月23日（土）※雨天中止
10：00～11：00
（9：30集合）

菜の花ヨガ

神戸総合運動公園

コスモスの丘

全般

菜の花が咲く丘で、春風を感じながら気持ちよくヨガをしよう！
●参加費：1,000円 ●定員：20名 ●対象：高校生以上
https://www.kobe●講師：祝谷紗伎氏（emmiyogaインストラクター） ●申込：2/23（土）
park.or.jp/sougou/
から先着順で電話受付
●問・申：トレーニングセンター 078-796-1126

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

3月23日(土)～4月7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

3月24日（日）
4月28日（日）
10:00～12:00

ノルディックウォーキング

神戸総合運動公園

園地

全般

●参加費：500円（税込） ●対象：小学生～一般 ※身長140cm以上
https://www.kobeの方 ●定員：25名 ●要予約 トレーニングセンターまで（078-796park.or.jp/sougou/
1126）

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

3月30日（日）
10：00～12:00

お花見ウォーク

神戸総合運動公園

園地

全般

●参加費：500円（税込） ●対象：小学生～一般 定員なし。●申込 https://www.kobe不要。当日、9：30～案内所前にて受付
park.or.jp/sougou/

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

3月31日（日）
【1部】 新年中・年長
9:00～10:00
【2部】 新小1-2年生
10時半～11時半
【3部】 新小3～6年生
12：00～13：00

ミズノサッカー塾

神戸総合運動公園

補助競技場

学生

元Jリーガーのコーチを筆頭に、経験豊富なコーチ陣と一緒にサッ
カーを楽しもう！
https://www.kobe●定員：各部 30名 ●場所：補助競技場 ●参加費：1,000円（税込） park.or.jp/sougou/
●申込：電話受付 ※先着順 締切3/22（水）

ユニバー記念競技場「サッカー塾係」
TEL：078-793-6150

概要

問い合わせ先

ＵＲＬ

春の花が次々と咲き続ける須磨離宮公園、週末には家族で楽しめる
子育て・ イベントを開催します。子供に大人気の「子供の森deスタンプ！スタ https://www.kobe親子
ンプ！スタンプ！」やボルダリングのプチ体験ができる「フレル！×ク park.or.jp/rikyu/event/
ライミング！」など。

078-731-0416

須磨離宮公園 078-732-6688

