
同日
開催

～きっとあるよあなたのしたいこと できること～
もりもりおもちゃ箱フェスタ２０１9
新規出展者募集
市民手づくりのフェスタで、「こんなことが
やりたい！」とお考えの方は、8月23日（金）
までに、団体名・連絡先をでんスポまでご
連絡下さい。後日、出展についての説明を
いたします。
ただし、出展内容などにより、出展をお断り
する場合があります。

電話申込み制竹のクラフト教室 入門講座

【講　師】 岡田 実　【定　員】 ２０名（成人） 先着順　【会　費】 ５００円（1名様）
【申込先】 北神戸田園スポーツ公園　TEL 078-951-5901
※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。

7月7日●日  13時～
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。

午前中は宿題に取り組み、お昼休憩を挟んで、午後は様々なスポーツで身体を動かします。

でんスポ夏の学校

【定　員】 各回２０名
【対　象】 小学生
【会　費】 各回1,080円
【持ち物】 お弁当、動きやすい服装、
　　　　 飲み物、タオル、宿題、本

夏休み！工作&クッキング
～工作では簡単カルトナージュで
牛乳パックや空缶が変身！～

【定　員】 各回8名　【対　象】 小学生
【会　費】 各回2,000円
※14時～体育館横の図書コーナーにて読書の為、
　スタッフと移動します（読みたい本を持参ください）
　お迎えは図書コーナーまでお願いします。【定　員】 各回5名　【会　費】 各回3,000円

7月26日●金 
MENU ・ ピザ・ びっくり！フルーツポンチ

7月29日●月 
MENU ・ ピザ・ プリンアラモード

ネット申込み制

ネット申込み制

ネット申込み制

ネット申込み制

ネット申込み制

① 8月6日●火 ・7日●水 ・20日●火 
② 9月3日●火 ・4日●水 ・10日●火 

ネット申込み制パン・お菓子工房
MENU ・ 夏のサルサパン・ ジャーマンクランツ

MENU ・ 大豆カレーパン・ オレンジカスタードパン

MENU ・ 照り焼きチキンの和風パン・ ダコワーズ

8月21日●水 ・9月11日●水  

10時～13時

手ごねでパン作り
初めてパン作りをされる方も大丈夫！
～こね器を使わず、生地から手作りし、
2種類のパンを焼き上げます～

【定　員】 各回5名　【会　費】 各回3,000円

親子で夏を満喫！
夏休み工作
「そばちょこ絵付け体験
（2個）+流しそうめんランチ」

【場　所】 体育館内スタジオ
【定　員】 8名
【会　費】 1,500円（2名）
　　　　 流しそうめんのみ（1名追加）：500円

8月4日●日 
11時～13時

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。
【場　所】 多目的グラウンド　【定　員】 各回30名
【会　費】 各回1,080円
【講　師】 7/24、8/7　山下章雄（元Jリーグトレーナー）
　　　　  9/8　和田木湧（JAAF公認ジュニアコーチ）
【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

走り方教室

年中～小学2年生　9時30分～10時30分
小学3～6年生 11時～12時

ミズノ短期サッカースクール

【場　所】 スポーツ広場　【定　員】 各回20名
【対　象】 年長～小学校6年生　【会　費】 各回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

集中的に試合を行いレベルアップを
目指すプログラムです。

集中的に練習を行いレベルアップを
目指すプログラムです。

夏休み
個人参加サッカー

【場　所】 スポーツ広場　【定　員】 20名
【対　象】 小学生　【会　費】 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

年長～小学3年生 9時～10時
小学4～6年生 10時30分～11時50分

小学1～6年生 12時～13時

走り方教室
ミズノシューズ付き☆少人数制☆

健康座談会

年中～小学1年生 9時～9時45分
小学2年生～4年生 10時～10時50分

【場　所】 ホワイエ　【定　員】 30名　【会　費】 無料　【申込先】 北神戸田園スポーツ公園　TEL 078-951-5901

＜未就学児＞
ミズノランキッズ5
16.0～21.0センチ（0.5きざみ）

＜小学生＞
マルチファイター
19.0～24.0センチ（0.5きざみ）

ミズノ製シューズ付きの走り方教室です。
お申込みの「通信欄」にご希望の
シューズ・色・サイズを記載ください。
※在庫状況によっては変更いただく場合がございます。
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8月17日●土 　9時30分 二郎駅

7月31日●水 ・8月1日●木 ・8月2日●金   10時～15時

11月23日●祝 開催

7月24日●水  体幹バランス編
8月7日●水  スタートダッシュ編
9月8日●日  加速編

7月12日●金 ・7月26日●金 ・8月9日●金 ・8月23日●金 
13時～14時30分　途中参加・退出OK

8月23日●金 

8月29日●木 ・30日●金 ・31日●土 

風物詩でひと夏の思い出を!! 子供向けの水遊びも予定しているよ！
【定　員】 100名　【会　費】 500円
【参加条件】 1グループにつき、お1人以上のお子様（中学生以下）のご参加が必要です。
【申込先】 神鉄コミュニケーションズ 体験イベント係　ＴＥＬ ０７８-５２１-０３２１（平日10：００～１7：００）
【主　催】 神戸電鉄　【共　催】 北神戸田園スポーツ公園

でんスポ園内で
流しそうめんとスイカ割りを
楽しむイベント

会場まで約20分
歩きます
14時頃 現地解散

夏まつり
三世代ふれあい体育フェスタ

【場　所】 体育館　周辺　　　　　　　
【対　象】 北区在住のお年寄りからお孫さんまでのご家族
【持ち物】 昼食 上靴 ※たくさん遊んでほしいので、水筒を忘れずに
【会　費】 1,000円
【参加・申込方法】 ハガキかFAXで代表者の住所、氏名、年齢、電話番号、
　　　　 参加者氏名を記入し下記まで。　締切 7月22日（月）
【応募先】 〒651-1111　神戸市北区鈴蘭台北町１丁目9番１号　
　　　　 神戸市北区役所 まちづくり支援課内 北区老人クラブ連合会
　　　　 TEL．078-593-1111　FAX．078-593-1166
【お問合せ】 神戸市北区老人クラブ連合会 スポーツ部会
　　　　 藤本　TEL．078-581-0539
【主　催】 神戸市北区老人クラブ連合会
【共　催】 北神戸田園スポーツ公園

夏に負けない元気なからだ作りを応援！！
8月4日●日  受付／9時　開始／10時

おじいちゃん・おばあ
ちゃん、

おとうさん・おかあさん
、

ぼくもわたしもみ～ん
な、

よっといで！ おまつり
だよ！

工作教室
同時開催

Tシャツ
藍染め体験
8月11日●日  13時～2時間程度

【場　所】 棚田の広場
【定　員】 10名
【会　費】 4,500円
【持ち物】 汚れても良い服装、エプロン
【申込先】 北神戸田園スポーツ公園
　　　　 ＴＥＬ 078-951-5901

8月11日●日  11時～13時

バジルソースを作って
石窯ピザを焼こう

【場　所】 棚田の広場　【定　員】 20名
【会　費】 1,000円
【持ち物】 汚れても良い服装、軍手、
　　　　 帽子、タオル、食器
【申込先】 北神戸田園スポーツ公園
　　　　 ＴＥＬ 078-951-5901

棚田の畑で収穫体験と棚田の石釜で
ピザ作りを楽しもう！

Ｔシャツを自然の色で染めよう

【プレゼントシューズ】 詳細はHPをご確認ください。

各回 10時～15時（体育館事務所前集合！）

10時～13時

ハガキ・FAX申込み制
下記応募先へ

下記申込先へ

電話申込み制
下記申込先へ

電話申込み制
下記申込先へ

電話申込み制
下記申込先へ

電話申込み制
下記申込先へカラフル北神戸の

ホームページから
お願いします。

ネット申込み制

colorful
Kitakobe

【場　所】 スポーツ広場　【定　員】 各15名
【会　費】 4,200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 

読書
（図書コーナー）

工作
（カルトナージュ）

10：00

昼食＋
おやつ作り

12：00 14：00 15：00

スポーツ・
レクリエーション

宿題・
読書

10：00

お昼ご飯

12：00 13：00 15：00

体幹を鍛え、走りの軸を整えます。

瞬発力を高め、初速を練習します。

腕の振りや姿勢を整え、走りのフォームを作ります。
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でんスポ 山の学校


