
■開催時間　10月5日（日）～11月30日（日）の毎日曜日実施。ただし、11月2日（日）は「こう
　　　　　　べ健康ウォーク」実施、11月23日（日）は神戸マラソン開催のため実施しません。
■開催時間　9:30（集合）～12:00頃（解散）予定
■料　　金　無料　※ただし、有償料金施設利用の場合もあります。須磨浦ロープウェイ
　　　　　　乗車料金大人片道350円、須磨離宮公園入園料金大人400円。場合により
　　　　　　割引料金可もあります。
■所要時間　約2時間30分位
■定　　員　なし
■申込方法　申込不要
■行　　程　（例）JR須磨駅～須磨海浜公園・旧住友別邸門柱～若宮商店街～
　　　　　　　　　天井川～勝福寺～板宿八幡神社～地下鉄板宿駅
■そ  の  他　開催日により集合場所・コースが異なります。
　　　　　　　「須磨観光協会HP」・「須磨歴史紀行」・チラシなど
　　　　　　　でご確認ください。

※小・中学生は保護者の同伴を、また参加者の自己責任でお願いいたします。
※水分補給にご留意のうえ、ご参加ください。昼食休憩はありません。

須磨まち歩き（ガイド付き）

ウォーク「近代別荘⽂化発祥の地
            ・須磨を歩く」

ファミリー
向き

ファミリー
向き

須磨は豊かな⾃然と史跡に恵まれた街です。平安貴族が憧れの地、また近代別荘⽂化発
祥の地、さらに今年は旧武庫離宮（現・須磨離宮公園）造営100年。これら須磨の歴史
⽂化を味わっていただく「まち歩き」です。

■開催時間　11月2日（日）雨天中止
■開催時間　9:30（集合）～12:00頃（解散）予定
■料　　金　無料　※須磨離宮公園入園料が必要です。大人400円。小・中学生200円。
　　　　　　ただし、兵庫県民は65歳以上、証明書、「のびのびパスポート」提示で無料。
　　　　　　JAFまたはコープこうべ会員証提示で会員10％引きです。
■所要時間　約2時間30分位
■定　　員　なし
■申込方法　申込不要
■行　　程　JR鷹取駅北側広場（集合）～須磨海浜公園～綱敷天満宮～須磨智慧の道～須磨寺～
　　　　　　　旧内田・小曽根邸跡～離宮道～須磨離宮公園・旧武庫離宮・岡崎邸跡。約６キロ。

平安貴族たちの憧れの地
であった須磨は、明治期
になると、別荘⽂化の発
祥の地ともなりました。
旧住友家別邸や造営100
年となる旧武庫離宮跡を
訪ねます。

須磨観光協会・
須磨歴史紀行ス
タンプラリー共催
事業！
途中、クイズ解き
や記念スタンプも
楽しみ♪♪
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須磨歴史紀⾏スタンプラリー
〜別荘地“須磨の近代”をたどる〜

明治〜⼤正〜昭和の時代、須磨は多くの⼈が別荘を建てた憧れの地でした。スタンプ
を集めたり、クイズに答えたりしながら、当時の須磨の姿について家族みんなで学び
ませんか？
期間中の⽇曜⽇には、関連イベントとしてＮＰＯ法⼈須磨歴史倶楽部によるまち歩き
が⾏われます（11⽉2⽇、23⽇は除く）。ぜひご参加ください。

スタンプやクイズの正
解を集めて応募する
と、抽選で素敵な賞
品が当たります！
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め
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ト

ポイン
ト

■開催期間　平成26年10月1日（水）～平成26年11月30日（日）
■料　　金　無料（別途施設入園料が必要な場合があります）
■応募方法　須磨区役所等で10月1日から配布するスタンプラリーパスポートを入手し、
　　　　　　区内の観光施設等に設置しているスタンプやクイズの答えを5個以上集め
　　　　　　て応募すると、抽選で賞品が当たります。
　　　　　　詳細はスタンプラリーパスポートをご覧ください。
■問合せ先　須磨観光協会事務局（須磨区まちづくり課内）
　　　　　　神戸市須磨区大黒町4丁目1番1号
　　　　　　☎ 078-731-4341
　　　　　　URL：http://www.suma-kankokyokai.gr.jp/

秋のローズフェスティバル2014秋のこども祭
■開催期間　10月11日(土)～11月30日(日)
　　　※臨時開園 11月6日(木)・20日(木)・27日(木)
　　　※夜間開園 10月25日(土)・26日(日) ～20：00

ローズ・フェスタ（音楽祭）
10月19日（日）13:00～15:30
神戸女子大学の音楽祭、ローズプリンセスやパンの
サービスを同時に行います。

ローズキャンドルナイト
10月25日（土）・26日（日）17:00～20:00
王侯貴族のバラ園内をキャンドルの灯りがともります。

ミニトレインに乗ろう
11月1日（土）・2日（日）10:00～15:00
噴水の回りをミニトレインに乗ってお楽しみいただけます。

■開催期間　9月13日（土）～10月13日（月・祝）
　※秋のこども祭開催期間中、土日祝、小中学生は
　　入園無料　※駐車場は有料
　秋のこども祭の期間中イベントの詳細は裏面へ

■開催時間　9：00～17：00（最終入園　閉園30分前まで）　■休　　園　毎週木曜日（祝日の場合は翌日）
■料　　金　15歳以上400円、小中学生200円
■問合せ先　神戸市立須磨離宮公園　神戸市須磨区東須磨1-1　☎ 078-732-6688　URL：http://www.kobe-park.or.jp/rikyu

■問合せ先　NPO法人須磨歴史倶楽部
　　　　　　☎ 090-8539-8703 または担当者 ☎ 090-4302-8985

９～１０月の連休に合わせて、お子
様、ファミリー向けのイベントを多数
開催！先着プレゼントもあり！
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秋のバラは、深みのある花
色と香りが楽しめる！
イベントも盛りだくさん！ おすす

め
おすす

め
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ト
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■開催時間　チェックイン15：00/チェックアウト10：00
■料　　金　大人１人9,910円～、小学生7,550円～、幼児4,160円
　　　　　　※利用料金は利用人数並びに利用日により異なります。
　　　　　　　3歳以下のお子様無料（添寝）
　　　　　　※キャンセル料金：当日100％　前日50％
■定　　員　1名から利用可
■申込方法　電話もしくはシーパル須磨Webサイトで利用日の6ヶ月前より予約受付可
■問合せ先　シーパル須磨（神戸市立 国民宿舎 須磨荘）　
　　　　　　神戸市須磨区須磨浦通1-1-1
　　　　　　☎ 078-731-6815　URL：http://seapalsuma.com/

選べる⼊場券・⼊園券付ファミリー宿泊プラン

①須磨海浜水族園、又は須磨海づ
り公園の入園券・入場券付き！
②駐車場24時間無料！！
チェックイン日当日の午前中より
入園券・入場券の配布可
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夕食イメージ 大浴場

秋

秋
ご当地おすすめプランご当地おすすめプラン

お願いだぼぅ

お願いだぼぅ

きれいだぼぅ♪きれいだぼぅ♪

いっ
ぱい

歩く
ぼぅ
！

いっ
ぱい

歩く
ぼぅ
！

すまぼうと
一緒に！

すまぼうと
一緒に！

すまぼう©2014 Kobe city No.14-013



イベント情報！イベント情報！

※投稿に関してのルールをよくお読みい
　ただいた上で、投稿をお願いします。

「秋のグリーン
　　　 アドベンチャー大会」　
9/13（土）
所植物園全域（受付：みどり滝前）
時 10:00～
￥無料　※要入園料
予不要
他先着300名花苗プレゼント！

「大本山須磨寺三重塔改修落慶記念公演『藤原道三×SINSKEコンサート2014
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～』」　
10/26（日）
所須磨寺 本堂前（雨天時は青葉殿に変更）
時開場18:00／開演18:30

￥前売券3,000円／当日券3,500円
※前売りで予定枚数終了となった場合、
当日券の販売は実施しない場合があります。予要：須磨寺寺務所、全国のチケットぴあ、

ローソン、セブンイレブンから 予要：須磨寺派各寺院に11月21日（金）までに申込み

須磨の火祭り
11/23（日）
所須磨寺 境内（荒天時は護摩堂にて）
時 11:00～
￥特別祈祷札：10,000円、30,000円、50,000円
添護摩木：1,000円

所邸宅レストラン ル・アン
時 17:30～22：00

予要：電話もしくはメールにて
問☎078-739-7600

￥ 大人（中学生以上）4,000円～、
小学生1,500円～（※仮装されてい
る大人3,000円～、小学生は無料）

「親子でハロウィン・
　  パーティー＆ブュッフェ」　
10/31（金）

「武庫離宮で大冒険」　
9/14（日）・21（日）・23（火・祝）
所本園全域（受付：中門広場）
時 10:00～
￥無料　※要入園料
予不要
他 先着300名のお子様に景品プレゼント

「紙ひこうきを飛ばそう」　
9/27（土）
所潮見台休憩所
時 10:00～
￥無料　※要入園料
予不要
定先着200名のお子様

「離宮でおさんぽ」　
10/12（日）（雨天順延13日（月・祝））
所中門広場
時 10:00～
￥無料　※要入園料
予不要
他 先着300名のお子様に景品プレゼント！！

「あそびの秋まつり」　「山上遊園におばけ屋敷が
　　　　　やってきた～！」　

「コスモスまつり」

10/12(日)、13(月・祝)（雨天中止）

（雨天順延5日（日））

（雨天決行、荒天中止）

所ふんすいランド
時 11：00～15：00
(受付10：45～14:30)

￥無料
予不要
定各日先着100名のお子様

9/14(日)、15（月・祝)
所回転展望閣２階
時 9/14（日）11:00～16:30
9/15（月・祝）11:00～15:30

￥無料
予不要

10/4（土）
所コスモスの丘の上
時 10:00～15:00
￥無料
他 ハーブティーサービスあり（無料）

開園30周年記念イベント
「トワイライト♪コンサート」
10/13（月・祝）
所野外ステージ
時 17:00～19:00（開場16:30）
￥無料
予不要

「ペンギンの
　　　お散歩ライブ」　

海岸⽂化祭 ＆
BEACH FESTIVAL
須磨楽海 

すまぼうとの記念写真 ⼤募集！

10/1（水）～4/8（水）
時 13:00～（実施時間：約10分間）
￥無料　※要入園料
予不要 

特別展
「世界が恋する海、
　　　　　　座間味！」
10/11（土）～2/15（日）
所和楽園 展示室
￥無料　※要入園料
予不要

「釣りんピックIN海釣り公園」
10/13（月・祝）

所須磨海づり公園
時 6:00～10:00

￥無料※要釣り料
予不要

「こども釣り大会」
10/19（日）

所須磨海づり公園
時 6:00～10:00

￥無料※要釣り料
予不要

9/21（日）
所須磨海岸 東エリア一帯
時 11:00～15：00（一部を除く）
￥無料
予不要（一部事前申込要）

問須磨区まちづくり課
☎078-731-4341

主催：須磨の楽しい海を発信する会・
　　  須磨区役所／みなと総局

H26 海岸文化祭 で検索！！

「親子海釣り教室」

時 10:00～14:00
￥ 1人1,400円（釣り料・
貸竿・仕掛け・エサ代
含む)

予不要

10/18（土）・11/1（土）
・11/15（土）
所須磨海づり公園

須磨観光協会フェイスブックページに写真と、どん
なシチュエーションで撮影したかを記入して投稿し
てください。

詳細は、須磨観光協会ホームページ・フェイスブッ
クでご確認ください。

無料ＡＲアプリ「スマスイ博士」をダウンロ
ードし、ＡＲカメラを起動して「すまぼうと
一緒に須磨子ども旅」の表紙をかざすと・・・
３ＤＣＧのすまぼうが
現れ、一緒に写真が撮
影できるよ♪
そんな３ＤＣＧすまぼ
うと一緒に須磨のお気
に入りの場所で撮影し
た写真を大募集！

♪投稿方法は簡単♪

＜募集期間＞
平成26年10⽉1⽇(⽔)〜

11⽉30⽇(⽇)

問須磨離宮公園 ☎078-732-6688須磨離宮公園

神戸迎賓館

問須磨浦山上遊園☎078-731-2520

問須磨海浜水族園☎078-731-7301

問須磨海づり公園☎078-735-2907

問須磨観光協会事務局☎078-731-4341
 HP：http://www.suma-kankokyokai.gr.jp/

神戸総合運動公園須磨浦山上遊園

問大本山須磨寺☎078-731-0416

問神戸総合運動公園☎078-793-6002

須磨寺

須磨海づり公園

須磨海浜水族園

盛り沢⼭だぼぅ♪
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すまぼうと
⼀緒に！

楽しそうなイベントばかりだぼぅ♪楽しそうなイベントばかりだぼぅ♪

秋

まずは、ARカメラを起動してパンフレット表紙にかざしてみよう!




