
昆虫くじびき・
里山すくい
などの出店
体育館前広場

前売券 ： 大人（高校生以上） 800円 子ども（小・中学生） 400円
当日券 ： 大人（高校生以上） 1,000円 子ども（小・中学生） 500円　

※前売券はでんスポの体育館受付で
　販売しています。【料　金】

人と自然とスポーツのふれあい空間

でんスポ2019年

TEL.078-951-5901　FAX.078-951-5903
〒651-1311　神戸市北区有野町二郎

実施日・イベント内容は変更する場合があります。　【指定管理者】 神戸電鉄・ミズノ運営共同事業体
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4月27日（土）開催

※内容・時間などは、都合により変更する場合があります。

イベント内容等詳しくはホームページをご確認ください

3月30日●土 

9時30分～12時00分（雨天中止）

早春のでんスポで
昆虫を探そう！（全2回）

第1回「朽木の中の虫を探そう！クワガタ虫が取れるかも？」
（シイタケの菌打ち体験とホダ木のお土産付）

虫の先生から昆虫の採り方を通じて
でんスポの自然を学びます。

【定　員】 10名

4月6日●土

4月27日●土   10時～15時

3月21日●木   10時～12時

3月27日●水  ・28日●木 ・29日●金 

第2回「カブト虫の幼虫探しとカブト虫ビオトーブを作ろう！」
（シイタケの菌打ち体験とホダ木のお土産付）

【定　員】 15名

電話申込み制

竹のクラフト教室 入門講座

竹を使って自然素材独特の味わいある作品作りに挑戦。道具の使い方、手入れ
の仕方など初歩から指導。初心者向きの作品を選んで作ります。
【講　師】 岡田 実さん  【交野市在住】
【定　員】 ２０名（成人） 先着順　【料　金】 ５００円（1名様）
※材料（竹）と道具は用意します。
　切り出しナイフ、ナタ、竹ノコをお持ちの方はご持参ください。

3月17日●日  13時～16時（約3時間）
電話申込み制

 樹木のクリニック

庭木・樹木の剪定、病害虫の防除、移植、弱った樹木の
樹勢回復などを、わかりやすくお伝えいたします。
お庭や樹木の悩みなど、何でもご相談ください。

ミズノ専門コーチが走り方の基本・準備運動の
大切さ・早く走れるコツなどを伝授します。

「兵庫ブルーサンダーズ」公式戦開催日
に、ボールキッズやアナウンス体験に
チャレンジしよう！ 試合観戦もできるよ。

【講　師】 樹木医 小西朋裕（ともひろ） １級造園施工管理技士
【定　員】 ２０名（先着順）　【料　金】 5００円(１名様)
※スリッパ（上靴）をご持参ください

4月5日●金   樹木の生理生態
 病気の防除について
10時～12時（約2時間）

3月23日●土 

5月3日●金  12時30分～ 
ミズノ卓球クリニック

地元神戸市北区出身！

ミズノアドバイザリースタッフ

樋浦令子さん
（卓球元日本代表）

講師

四天王寺高校 ー ミキハウス経　歴

2008年 卓球全日本選手権（単）2位
2009年 卓球全日本選手権（複）2位
2007-2009年　世界選手権代表

戦　歴

【交通のご案内】
※駐車場／平日最大300円 および 土日祝日は最大500円　※自転車・単車は無料。

人と自然とスポーツのふれあい空間
●神戸電鉄「道場南口駅」から徒歩約２０分　●中国自動車道「西宮北インター」から車で約15分または六甲北有料道路「吉尾ランプ」から車で約１０分

【休園日】 3月26日（火）・4月23日（火）  ただし、受付・お問合せは9時～16時まで可　

でんスポ 検 索詳しくは
ネット申込み制の
イベントは
ＱＲコードからの
アクセスも
可能です。

ネット申込み制

ネット申込み制

ネット申込み制

パン・お菓子工房
① 4月9日●火 ・16日●火 ・17日●水 
　10時～13時

MENU ・ いちごのシフォンケーキ
・ バジル&ベーコンポテトパン

② 5月7日●火 ・8日●水 ・21日●火 
　10時～13時

MENU ・ あじさいカップケーキ
・ はちみつレモンパイ

【定　員】 各5名　【料　金】 1回 3,000円　※当日はキャンセル料がかかります。

自分に似合うメイクを知ろう ポイントメイク講座

おさがりとりかえっこ 子ども服古着交換会

【料　金】 2,500円　託児&お茶付き
【講　師】 花房美和子先生 「花織り（はなのぼり）」
【お申込み】 「カラフル北神戸」のホームページのQRコードから。

【お問い合わせ】

【料　金】 500円(持ち帰り袋)※要イベント登録

自分らしい美しさを引き出すためにポイ
ントメイクを学びます。自分の顔が変わる
体感できます！卒業式や入学式バージョン
メイクも伝授します。

まだ着られるけど捨てられない子どもの服
を持ち寄って、今必要な服を持ってかえる
「大切なものを次につなぐイベント」です。
洗濯済のベビー服から高校の制服までを
お持ちください。

【定　員】 各8名　　【料　金】 2,000円　　【持ち物】 エプロン・タオル　

【場　所】 スポーツ広場　【対　象】 年中～6年生
【定　員】 各クラス20名　【料　金】 1,080円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、外用シューズ、タオル、着替え　

春休み子供Ｃｏｏｋｉｎｇ
～プレゼントしたくなる焼き菓子いろいろ～
4月6日●土  10時～（低学年）　14時～（高学年）

観覧無料
当日雨天の場合、縮小開催します。

10時～17時

でんスポ 山の学校

でんスポミニおもちゃ箱フェスタ

協賛
婦人会（有野町・淡河・上淡河・
藤原台・北神星和台）・カラフル北神戸

【対　象】 5歳～小学生以下（保護者同伴に限ります）
【料　金】 1家族（保護者+子供1名）／1,000円（お子様1人追加につき+500円）
※手袋・長靴をご持参ください

わたがし、たこやき、
金魚すくいなどの
各種屋台も出店

体育館前広場

おさがりとりかえっこ
子ども服
古着交換会
体育館前広場

体育館屋外ステージ
（雨天の場合は体育館内）

コンサート2019

「インフィオラータ」とは、
イタリア語で「花を敷きつめる」という意味で、
道路・広場などに花びらなどにより絵模様を描き、

鑑賞に供するというイベント。

※インフィオラータは4月28日（日）も行います。

体育館パノラマテラス

Acoustic Festival
アコフェス

短期サッカー教室

小学 1～3年生 9時～10時
       4～6年生 10時30分～11時50分
個人サッカー（小学1～6年生）  12時～13時

3月30日●土 

5月3日●金 

【場　所】 多目的グラウンド　【定　員】 各50名　【料　金】1,080円

【集　合】 北神戸田園スポーツ公園 あじさいスタジアム北神戸10：00　（15:00頃 現地解散）
【定　員】 1家族2～3名1組で15組
【参加条件】 小学生限定　※保護者のご同伴が必要です。
【料　金】 無料 ※ただし、ご同伴の保護者1名につき試合観戦料として800円が必要です。
【申込開始日】 4月1日（月）から　（定員になり次第受付終了）
【お申込み】 神鉄コミュニケーションズ 078-521-0321　（平日10時～17時）

走り方教室

10時～11時（小学 1～2年生）
11時10分～12時（小学 3～6年生）

TEL：050-5435-9464
MAIL:colorful.pro2018@gmail.com

colorful
Kitakobe

ミニおもちゃ箱フェスタ同時開催

関西独立リーグ
兵庫ブルーサンダーズ

 VS

　　　堺シュライクス

あじさいスタジアム北神戸

同時開催

北神戸田園スポーツ公園体育館
<１部>９:００～１０:２０　<２部>１０:３０～１１:５０
<１部>中学生　<２部>高校生以上
<１部>１，０８０円 <２部>１，０８０円 
当日券売機で該当料金の券をお買い求めの上、窓口までお持ちください
各50名（先着順）
動きやすい服装・室内用シューズ・ラケット・飲み物
北神戸田園スポーツ公園　TEL:078-951-5901

【場　所】
【時　間】
【対　象】
【料　金】

【定　員】
【持 ち 物】
【問い合わせ】

神鉄沿線神鉄沿線で 体験イベント！神鉄沿線で 神鉄沿線で 神鉄沿線で 体験イベント！体験イベント！体験イベント！
小雨決行 ※試合開催の

　有無による

野球場のお仕事体験
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