5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

4月27日～5月6日

ＧＷ21時まで夜間開園

須磨海浜水族園

全園

全般

GW10日間は、21時まで開園しています。17時以
降もアトラクションが充実しています。幻想的 http://sumasui.jp/
な夜の水族園をお楽しみいただけます。

078-731-7301

4月27日～5月7日
18：00～

アマゾン館ナイトジャングル

須磨海浜水族園

アマゾン館

全般

飼育員が実際にアマゾンで録音してきた環境音
に包まれながら、まるでジャングルを探検して http://sumasui.jp/
いるような気分で観覧いただけます。

078-731-7301

4月27日～5月8日
19：30～

トワイライトライブ

須磨海浜水族園

イルカライブ館

全般

光の演出の中で繰り広げられ、幻想的なイルカ
http://sumasui.jp/
のパフォーマンスをご覧いただけます。

078-731-7301

全般

テーマは「オープンパーク！」 総合運動公園を巡っ
て回って楽しもう。①特設ブースまわってスポーツ
チャレンジ！達成度に応じてデザスポ缶バッジを
ゲット！コンプリートして超レアなキングバッジをもら https://www.kobeおう！②施設見学ツアー｜普段見れないところもご park.or.jp/sougou/
案内。一流競技場のスケールを体感しよう！ ③公
園マルシェ（自然あふれる開放的な空間でカフェメ
ニューやフードを味わおう）

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

全般

案内所前くすのき並木道周辺で、手作りパン・ドリン https://www.kobeクを販売 ●売り切れ次第終了
park.or.jp/sougou/

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

5月3日（金祝）
10:00～15:00
※少雨決行

5月3日（金祝）4（土祝）
18（土）25（土）
10:00～15:00
※雨天翌日順延

5月3日（金祝）
① 11:00～ ②13:15～
※少雨決行

5月4日（土祝）
10:00～12:00
※雨天中止

KOBE SPORTS PARK FESTA

公園カフェ

みんなで忍者！

ミズノビクトリークリニック
元女子サッカー日本代表「川上直
子さん」によるサッカークリニック

神戸総合運動公園

園内全域

神戸総合運動公園

駅前広場～くすのき
並木道周辺

神戸総合運動公園

神戸総合運動公園

概要

ＵＲＬ

問い合わせ先

水のくに周辺

子どもも大人も、みんなで忍者になって謎解きや宝
探しなど楽しく修行しよう！ ◆対象：年中、年長の
幼児(保護者同伴)～小学生、大人◆参加費：小学
子育て・親
https://www.kobe生以上 700円/人 幼児親子1,000円/組（追加一人
子
park.or.jp/sougou/
につき幼児300円・大人700円）◆申込：各回2時間
前から整理券配布・30分前から受付◆持ち物：ふく
めん用の風呂敷(大判)、水筒

アフタフ・バーバン
078-735-9292

補助競技場

元女子サッカー日本代表「川上直子さん」による
サッカークリニック！トップアスリートによる実技指
導を受けてレベルアップを目指そう！
子育て・親 ◆参加無料 ●対象：サッカー経験のある小学1～6 https://www.kobe子
年生◆申込：往復はがき（住所、氏名、ふりがな、 park.or.jp/sougou/
性別、学年、連絡先TEL）を記入し、「Vクリニック係」
送付。★4/20（土）必着 ※応募者多数の場合は抽
選。

ユニバー記念競技場
事務所 078-7936150

5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

5月6日（月祝）
【1部】小学1・2年生
9：00～10：30
【2部】3～6年生
11：00～12：30
※雨天中止

5月6日（月祝）
※雨天順延5/12（日）
10:00～16:00

5月7日（火）・20（月）
6月4日（火）、17日（月）
10：00～11：30
（受付開始9：45～）

ミズノ運動会必勝塾

施設名

神戸総合運動公園

場所

補助競技場

対象

あいな里山公園～徳 あいな里山公園出
川道～総合運動公園
発！

全般

その1：あいな里山公園
スタート編

親子体操教室

ＵＲＬ

ミズノ（株）専任コーチによる「走り方教室」！スター
トダッシュ、もも上げ、腕振りなど走り方の基本をマ
スターしよう♪◆参加費：1,000円（税込） ●対象：
子育て・親
https://www.kobe小学1～6年生◆申込：往復はがきに（住所、氏名、
子
park.or.jp/sougou/
ふりがな、性別、学年、連絡先TEL）を記入し、「運
動会必勝塾係」まで送付。★4/19（金）必着 ※応
募者多数の場合は抽選。

総合運動公園✕
あいな里山公園コラボ企画
「徳川道を歩こう！」

概要

その1（あいな里山公園 スタート編）新緑あふれる
徳川道をとおり「あいな里山公園」（北区）から「神戸
総合運動公園」（須磨区）まで森林浴をしながらハイ
キングしましょう！
https://www.kobe◆集合場所：あいな里山公園 ◆参加費：200円 ※
park.or.jp/sougou/
別途、あいな里山公園入園料450円必要◆定員・対
象：小学生～一般 25名 ※長距離の歩行に問題な
い方。◆申込方法：4/10（水）から先着順にて電話
受付。*定員に達し次第受付終了。

問い合わせ先

ユニバー記念競技場
事務所 078-7936150

あいな里山公園
078-591-8000

神戸総合運動公園

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
グリーンアリーナ神 子育て・親 よ！◆対象：満２、３歳の子どもとその保護者 ◆定 https://www.kobe戸スタジオ
子
員：各日20組◆参加費：1,000円（税込）（兄弟1人追 park.or.jp/sougou/
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）

グリーンアリーナ神
戸 トレーニングセン
ター TEL:078-7961126

神戸総合運動公園

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発育を促します。 ◆対象：生
グリーンアリーナ神 子育て・親 後2か月から1歳までの赤ちゃんとお母さん ◆定 https://www.kobe戸スタジオ
子
員：10組◆参加費：1,000円（税込）◆申込方法： 開 park.or.jp/sougou/
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:078-7961126

5月7日（火）
6月4日（火）
13：00～14：00
（受付開始12：45～）

ベビーマッサージ教室

5月10日（金）
～6月2日（日）

春のローズフェスティバル
２０１９

須磨離宮公園

バラ園

5月11日（土）
10:00～12:00
※雨天中止

ユニバーウォーキングクラブ「バラ
ンストレーニングで姿勢改善」

神戸総合運動公園

園地

全般

皇室や王室、芸術家などの名前を冠したバラな
ど約180種4,000株が一斉に咲き誇ります。春な
https://www.kobeらではの華やかで、甘く濃厚な香りに包まれる
park.or.jp/rikyu/
豪華なバラ園で、優雅なひと時をお楽しみくだ
さい。

須磨離宮公園
078-732-6688

全般

インストラクターによるウォーキング教室 小学生以
上ならどなたでもご参加になれます。●参加費：500 https://www.kobe円（税込） ●対象：小学生～一般 定員なし。●申 park.or.jp/sougou/
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:078-7961126

5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

5月12日（日）
10:00～14:00
※雨天中止

ノルディックウォーキング須磨離宮
公園

施設名

場所

対象

概要

ＵＲＬ

総合運動公園～須磨離宮公園の約6.5kmを専用の
ポールを使いながら歩いていきます♪◆対象・定
員：35名（身長140cm以上、長距離歩行の可能な
https://www.kobe方）◆参加費：1,000円（税込・入園料込） ※ポール park.or.jp/sougou/
レンタル料別途500円
◆申込方法：電話受付 ※先着順

神戸総合運動公園

総合運動公園～離
宮公園

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♪♪◆対象：満１歳の
グリーンアリーナ神 子育て・親
https://www.kobe子どもとその保護者 ●定員：15組◆参加費：1,000
戸スタジオ
子
park.or.jp/sougou/
円（税込） ※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）

5月13日（月）27（月）
6月10日（月）24（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

5月15日（水）
10：30～12：00

春のバラ育て方教室

須磨離宮公園

潮見台休憩所

5月 15日（水）29日（水）
6月12日（水）26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

5月18日（土）
10：00～11：00
※雨天中止

おそとであそぼう！
母の日だいさくせん！

神戸総合運動公園

コスモスの丘上広場

5月18日（土）
6月15日（土）
10：00～11：00
※雨天中止

いろどりヨガ

神戸総合運動公園

芝生園地

5月18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

全般

問い合わせ先

グリーンアリーナ神
戸トレーニングセン
ター TEL:078-7961126

グリーンアリーナ神
戸 トレーニングセン
ター TEL:078-7961126

全般

「春バラと夏の管理」について前野義博氏を講
https://www.kobe師に迎えて講義を行います。(先着30名、事前
park.or.jp/rikyu/
申込4/30(火休)9時～)

須磨離宮公園
078-732-6688

全般

男女混成（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 ◆時間：19:00～21:00 https://www.kobe（※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

グリーンアリーナ神
戸 トレーニングセン
ター TEL:078-7961126
futsal@katc98.com

親子いっしょにお外でめいっぱい体を動かそう！歩
子育て・親 く・走る・とぶが自然に行えるプログラムで、お子様 https://www.kobe子
の”楽しい”と”成長に”アプローチします。●詳細は park.or.jp/sougou/
後日HP公開

グリーンアリーナ神
戸トレーニングセン
ター TEL:078-7961126

新緑の木漏れ日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 https://www.kobe以上
park.or.jp/sougou/
●講師：祝谷紗伎氏（emmiyogaインストラクター）
●申込：5/15から先着順で電話受付

グリーンアリーナ神
戸トレーニングセン
ター TEL:078-7961126

「伊能忠敬と須磨」
「孤高の人」加藤文太郎と須磨

NPO法人須磨歴史倶
楽部
☎090-8539-8703

全般

5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

5月20日（月）27日（月）
6月10日（月）24日（月）
19：30～21：00
（※19:00～受付）

5月21日(火)
10：00～12：00

はじめよう！フットサル

施設名

神戸総合運動公園

場所

グリーンアリーナ神
戸メインアリーナ

対象

概要

全般

htt：www.kobe北須磨文化センター
spokyo.jp/kitasuma/

htt：www.kobe北須磨文化センター
spokyo.jp/kitasuma/

ガーデニング講座「野菜教室」 北須磨文化センター

会議室

全般

全般

講師:小澤輝郎氏
参加料:200円
定員:30人

続・世界の国めぐり

北須磨文化センター

会議室

5月26日（日）
9時30分～12時30分

ガイド付「須磨歴史ウォーク」
～千年の時空を超えて「坂も楽
しむ雅な須磨」探訪～

区内史跡散策

9：30
JR須磨駅海側集合
12:00頃
JR鷹取駅解散

5月26日（日）
6月23日（日）
10:00～12:00
※雨天中止

ノルディックウォーキング

神戸総合運動公園

園地

5月27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

5月29日（水）
10：30～12：00

フラワーアレンジメント教室

須磨離宮公園

問い合わせ先

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（※
https://www.kobe18:30～受付）◆参加費：1,000円（税込）◆申込：開 park.or.jp/sougou/
催日1ヶ月前から電話または、メール受付。※先着
順
「野菜教室」
講師：北子勝広氏
参加料：800円
定員：15人

5月24日(金)
10:30～12:00

ＵＲＬ

グリーンアリーナ神
戸 トレーニングセン
ター TEL:078-7961126
futsal@katc98.com

JR須磨駅～村上帝社～関守稲荷神社～現光寺～
須磨寺～松風村雨堂～綱敷天満宮～須磨海浜公
園～JR鷹取駅（途中、句碑・歌碑スタンプ押印
します）

NPO法人須磨歴史倶
楽部
☎090-4302-8985
（係）

全般

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

グリーンアリーナ神
戸トレーニングセン
ター TEL:078-7961126

会議室

全般

講師：則長 満氏
参加料：200円
定員：30人

htt：www.kobe北須磨文化センター
spokyo.jp/kitasuma/

レストハウス
２階 貴賓室

全般

生花のバラやドライフラワーで壁に掛けるス
ワッグを作ります。(先着10名、費用：2,500
円、講師：平尾ひろ子、事前申込5/14(火)9時
～)

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

須磨離宮公園
078-732-6688

