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でんスポアドベンチャーフェスタ 詳しくは裏面へGO!

4/29 木・祝日時
9:30〜16:00

※雨天時、縮小開催

ミニショベルで土をす
くってみよう！

【場　所】 体育館前広
場　【定　員】 各回8名

（全5回）　

【料　金】 500円 　【
対　象】 小学生以下 

【主　催】 でんスポ

9時50分～・10時50分～・
11時50分～・13時50分～・14時

50分～

ミニショベル運転体
験

ミニショベル運転体
験

※体験チケットを体育
館管理事務所で

　購入してください。

ネット申込み制

「風で遊ぶ」でんスポでフライトチャレンジ！

【場　所】 多目的球技場　【定　員】 各回10名（全5回）
【料　金】 2,000円 　【対　象】 体重50㎏以下
【主　催】 ウエストジャパンアウトドアスクール
 ※体験チケットを体育館管理事務所で
 　購入してください。

9時30分～・10時30分～・
12時30分～・13時30分～・14時30分～

パラグライダー体験パラグライダー体験

ネット申込み制

ポニーに乗って、公園エントランスをのんびりお散歩！

【場　所】 体育館前エントランス広場　
【定　員】 各回25名（全4回）　【料　金】 500円 　
【対　象】 体重25㎏以下
【主　催】 でんスポ
 ※体験チケットを金券発売所で
 　 購入してください。

10時～・11時～・13時～・14時～

ポニー乗馬体験ポニー乗馬体験
ネット申込み制

園内に生育する薬草を探そう！最後はハーブティーで乾杯♪

【場　所】 体育館前広場　【定　員】 各回12名（全5回）　　　　 ※保護者1名同伴可（同伴者無料）【料　金】 500円　【主　催】 ゼリーのアトリエ ※体験チケットを金券発売所で 　購入してください。

10時～・11時～・12時～・13時～・14時～

薬草ハンター体験薬草ハンター体験

ネット申込み制

「リアル体験」野外活動技能を見に
つけよう！

【場　所】 多目的球技場　
【定　員】 各回12名（全5回）
  ※保護者1名同伴可（同伴者無料）　

【料　金】 1,000円 
　 【主　催】 ウエストジャパンアウト

ドアスクール

 　 ※体験チケットを金券発売所で

 　　 購入してください。

9時40分～・10時40分～・
12時40分～・13時40分～・14時40分～

アウトドアチャレンジ
（化石掘り体験付き）

アウトドアチャレンジ
（化石掘り体験付き）

ネット申込み制

スカイカブを作って芝生広場で大空に飛ばそう！

【場　所】 体育館アリーナ
【定　員】 各回20名（全2回）
 　　※保護者1名同伴可（同伴者無料）
【料　金】 500円　【主　催】 神戸紙飛行機を飛ばす会
 ※体験チケットを体育館管理事務所で
　 　購入してください。

10時～12時・13時～15時

紙飛行機（スカイカブ）を
作って飛ばそう！

紙飛行機（スカイカブ）を
作って飛ばそう！

ネット申込み制

A d v e n t u r e  F e s t a

10時～・12時～ 11時～

10時30分～ 11時30分～

今年もでんスポにインフィオラータがやってき
た！今年のテーマは「願い」。花びらを敷き詰め
て描かれたアートを楽しもう！

インフィオラータ2021 
in 北神戸

屋外ステージイベントプログラム（観覧無料）

でんスポアドベンチャーフェスタは体験イベントが目白押し！
新たな発見・経験を求め、北神戸田園スポーツ公園へ冒険に出かけよう！

◆その他イベント・店舗 ※その他体験イベント・飲食店舗・物販店舗は、金券でお支払いください。
　体育館管理事務所・金券発売所で金券（1,000円綴り・500円綴り）を発売します。

同日開催！

ネット申し込みの記載のあるフェスタイベントは、4月19日（月）10時より、ネット申し込みにて先行予約を開始します。
※すべての体験イベントは、当日券も販売しますが、数に限りがあります。
※ネット申し込みのお客様は、『開始15分前』までに受付されない場合はキャンセル扱いとなります。

・コサージュ作り体験

  【場　所】 体育館前広場
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）
  【料　金】 200円
  【主　催】 有馬高校 人と自然科

有馬高校　人と自然科の生徒さんが
コサージュ作りを丁寧に指導してくれます。

10時～16時（最終受付15時30分）

・スポーツチャレンジ

  【場　所】 フットサルコート
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）
  【料　金】 300円
  【主　催】 でんスポ

集えスポーツ好き！様々なスポーツ
アトラクションにチャレンジしてみよう！

10時～16時（最終受付15時）

・宇宙パラシュートを作ろう

  【場　所】 体育館アリーナ　
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）
  【料　金】 300円
  【主　催】 市民活動団体Zinnia

宇宙開発で活躍する本格パラシュートを
作ってみよう！

10時～12時・13時～16時（最終受付15時）

・紙飛行機を作ろう

  【場　所】 体育館アリーナ　
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）
  【料　金】 200円　【主　催】 神戸紙飛行機を飛ばす会

折り紙の紙飛行機を作ろう！紙飛行機の達人が
制作を指導してくれます。

10時～12時・13時～15時

・ロケット花火発射体験

  【場　所】 多目的球技場
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）　
  【料　金】 100円（5発）　 【主　催】 でんスポ

街中ではなかなか遊べないロケット花火、フェスタ
当日は特別に発射場を設置します。

10時～16時（最終受付15時30分）

・駄菓子くじ

  【場　所】 体育館前広場
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）　
  【料　金】 100円　【主　催】 できるさぽーと・ココ

当たるかな？！くじを引いて好きなおやつを当ててね♪

10時～（売り切れ次第終了）

・昆虫くじ引き、里山すくい

  【場　所】 体育館前広場
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）
  【料　金】 100円　【主　催】 NPO里山レンジャー

里山の水の生き物達をすくい取ろう！

10時～16時（最終受付15時30分）

・バルーンアート

  【場　所】 体育館前広場
  【定　員】 無し（混雑状況により整理券を配布します）
  【料　金】 100円　【主　催】 遊びの会

あらっ不思議！長い風船が動物や花や剣に！
初めてのバルーンに出会えるかも？
10時～16時（最終受付15時）

・飲食販売

  【場　所】 体育館ホワイエ前エントランス
  【主　催】 藤原台婦人会、パン・お菓子工房、カラフル北神戸、
  　　　　 武庫小校区まちづくり連絡協議会、
  　　　　 一般社団法人パートナーズ、でんスポ

カレー・クレープ・綿菓子などを販売します。

10時～（売り切れ次第終了）

・物販

  【場　所】 体育館前広場　
  【主　催】 一般社団法人パートナーズ、
  　　　　 有馬高校 人と自然科

野菜・花苗などを販売します。

10時～（売り切れ次第終了）
・インフィオラータ、展示
  【場　所】 屋外ステージ、体育館前広場　
  【共　催】 宇宙メルマガTHE VOYAGE、ドリームサテライトプロジェクト
  市民活動団体Zinnia、できるさぽーと・ココ、藤原台婦人会、
  カラフル北神戸、一般社団法人パートナーズ
  ゼリーのアトリエ、でんスポ

で ポんス

獅子舞と龍舞のアクロバティックな
動きとめずらしい楽器が見どころ！

北神戸校の子ども達が、日ごろの
練習成果をステージで爆発させます

エネルギッシュでリズミカルな
躍動美！

県内屈指の実力を誇る空手部の
迫力ある演舞をご覧ください

※新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みについて
・感染拡大状況により、開催を中止する可能性があります。　・会場内では必ずマスクを着用してください。　・会場では検温を実施します（37.5℃以上の方は入場できません）。

「チャレンジ」 「笑顔」 「昇り龍」

神港橘高校　
龍獅團 

阪神チア
ダンススクール 

マリ・バトン
スクール 

有馬高校
空手道部
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