4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

～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

神経系の発達が著しいこの時期！小さい頃からたくさんの音楽や運動
にふれあうことは、発育発達にプラスになること間違いなし♪♪◆対
子育て・親
https://www.kobe象：満１歳の子どもとその保護者 ●定員：15組◆参加費：1,000円（税
子
park.or.jp/sougou/
込） ※兄弟1人追加につき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）

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

タッチケアを通じたコミュニケーションを行うことで、赤ちゃんと心と体の
子育て・親 発育を促します。 ◆対象：生後2か月から1歳までの赤ちゃんとお母さ https://www.kobe子
ん ◆定員：10組◆参加費：1,000円（税込）◆申込方法： 開催日1ヶ月 park.or.jp/sougou/
前からHP受付、開催3日前からは要TEL（※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

4月1日（月）15（月）
10:00～11:00
（受付開始9:45～）

1歳からの親子体操教室

神戸総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
スタジオ

4月2日（火）
13：00～14：00
（受付開始12：45～）

ベビーマッサージ教室

神戸総合運動公園

グリーンアリーナ神戸
スタジオ

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

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

対象

概要

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
子育て・ める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 https://www.kobe親子
プ！スタンプ！スタンプ！」やボルダリングのプチ体験ができる park.or.jp/rikyu/event/
「フレル！×クライミング！」など。

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

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 ◆ https://www.kobe時間：19:00～20:30（※18:30～受付）◆参加費：1,000円（税込）◆ park.or.jp/sougou/
申込：開催日1ヶ月前から電話または、メール受付。※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
futsal@katc98.com

須磨寺

平成31年4月6日（土）
13:00

十三まいり祈願法要

須磨寺

客殿

全般

4月6日(土) 13時30分～15時

四季の植物と見どころ散歩

須磨離宮公園

植物園 観賞温室2階

全般

春★花のしくみを見よう①～サクラとスミレ

4月7日(日)
10：00～12：00

親子自然教室

北須磨文化センター

ロビー・落合中央公園

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

4月16日(火)
10：00～12：00

ガーデニング講座「春の花教室」

北須磨文化センター

会議室

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
子育て・
https://www.kobeもとその保護者 ◆定員：各日20組◆参加費：1,000円（税込）（兄
親子
park.or.jp/sougou/
弟1人追加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）

十三まいりとは、古来より、生まれ年の干支が初めて巡って来る年（数
え年十三歳）に、虚空蔵菩薩様に智恵と福徳と健康をお授け頂き、心
身共に大人へと歩んで行く子供の成長を喜び、仏様のご加護をお祈り
する行事です。書院道場にて読経を奉納し、管長様より額に虚空蔵菩
薩様の種字をお授け頂きます。新しい生活に向かって期待と不安が募
るこの時期に、仏様のご加護をいただき、受者の皆様が仏様の智恵の
如く、慈悲の心を以って知識を活用し、優しい大人へと成長されますよ
うご祈念させていただきます。本年度は、亥歳の皆様が数えの十三歳
にあたります。

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

問い合わせ先

ＵＲＬ

「春の野草の観察」
子育て・親 講師：中野照雄氏
子
参加料：300円
定員：15組（概ね小学生とその保護者

078-731-0416

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

須磨離宮公園 078-732-6688

htt：www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

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
https://www.kobe名 ◆時間：19:00～21:00（※18:30～受付）◆参加費：1,000円（税
park.or.jp/sougou/
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

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

全般

「春の花教室」
講師：北子勝広氏
参加料：800円
定員：15人

北須磨文化センター

htt：www.kobespokyo.jp/kitasuma/

4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

4月19日(金)～4月30日(火)

第4回 ぼたん観賞会

須磨離宮公園

植物園 ぼたん園

全般

4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１丁目

4月21日（日）
9：30～12:00頃

ガイド付「須磨歴史ウォーク」～旧武庫離宮・天皇池を
巡る～

4月24日(水)
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

会議室

全般

講師：則長 満氏
参加料：200円
定員：30人

htt：www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

4月24日(水)
10：30～12：00

歴史講話「神戸まちかど歴史学」

北須磨文化センター

会議室

全般

９３歳の講師が熱弁
講師：豊田 實
参加料：200円
定員：30人

htt：www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

4月26日～5月6日（月祝）
9：00～20：00
（初日は13時から・
最終日は17時まで）

須磨区小学生絵画展

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

須磨区内の小学校に通う児童が、2018年度に授業で制作した絵画作
品を一斉に展示。子どもたちのみずみずしい感性を絵画作品を通して
お楽しみください。◆観覧無料

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

グリーンアリーナ神戸
TEL：078-796-1155

4月26日(金)
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

5月25日・6月22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

htt：www.kobespokyo.jp/kitasuma/

北須磨文化センター

4月27日（土）
10：00～16：00

花のフェスタ 2019

神戸総合運動公園

園地

全般

キャラクターショーをはじめ、花・緑の展示、ガーデニング教室、オーク
ション、フリーマーケットなど、
ご家族そろってお楽しみになれます。●入場無料

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

花と緑のまち推進センター TEL 078351-6756

4月27日土曜日から
6月2日日曜日まで

須磨海岸 潮干狩り ２０１９

JR須磨駅前 須磨海岸

全般

潮干狩り

http://sumaurasuisan.jp

078-731-5001

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
以上の方 ●定員：25名 ●要予約 トレーニングセンターまで
（078-796-1126）

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

4月30日(火祝)
【1部】年中・年長
9：30～10：30
【2部】1・2年生
11：00～12：00

ミズノキッズサッカーゲーム大会

神戸総合運動公園

補助競技場

全般

その場でチームを決めて行う個人参加型のイベント！新学期の始まり
にサッカーを通じて新しい友達を作ろう！
https://www.kobe◆定員：各部 20名 ◆参加費：500円(税込)
park.or.jp/sougou/
◆申込：4/1(月)より電話受付 ※先着順、定員に達し次第終了 締切：
4/26(金)17:00

９：３０
JR須磨海浜公園駅山側集合
12:00頃JR鷹取駅解散

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

赤、桃、紫、黄、白と色とりどりの花色のボタンが約40種200本植栽され
https://www.kobeており、今年も見頃に合わせて、「ぼたん観賞会」を開催します。(ボタン
park.or.jp/rikyu/event/
の見頃は一週間程度です。)

須磨離宮公園 078-732-6688

「古文書にみる我が町側聞」 「松尾芭蕉が須磨に来た時代」

NPO法人須磨歴史倶楽部
８５３９－８７０３

☎０９０－

JR須磨海浜公園駅～須磨離宮公園・旧武庫離宮～天皇池～須磨区
民センター～JR鷹取駅 【やや健脚向き】

NPO法人須磨歴史倶楽部
４３０２－８９８５（係）

☎０９０－

ユニバー記念競技場事務所 TEL：078793-6150

