8月7日●

受付：9時

日

開始：10時

金】550円
（税込）

◆

土

土

★

日

日

土

詳細については、管理事務所までお問い合わせ下さい。

【出演】Family Piano Trio Pilz!t

電話申込み制

土

パーカッション奏者小林俊介・順子ご夫妻と
兵庫区の音楽大好きな子どもたちが集まるよ

日

● お習字教室
（申込み必要）
◆ プログラミング教室
（申込み必要）

土

ネット申込み制

あじさいスタジアムで星
（スター）
を
みるキャンプ。略してスタキャン！！
スタキャンではあじさいスタジアム
の人工芝を全面開放します。テント
やねぶくろを持って星空を眺めませ
んか？流れ星が見れるかも☆
会場内には星のソムリエによる『星
の案内所』を開設！流星群を眺める
コツや星のことをご案内します。

9月17日●・18日●
日

土

土

各日19時〜20時30分

夏バテ対策のワンプレートディッシュで暑い夏を乗り切りませんか！
ひんやり＆美味しいスイーツで夏の疲れを吹き飛ばしましょう！

土

申込み不要

【指定管理者】神戸電鉄・ミズノ運営共同事業体

【 交 通 のご案 内 】 ●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

※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。
【休園日】 7月26日
（火）、8月23日
（火）、9月27日
（火）※自転車・単車の園内乗入れは禁止です。

詳しくは

入場
無料

受付／18時30分

【場 所】多目的球技場 【受 付】体育館正面玄関前
【定 員】1組につき最大6名
【持ち物】手持ち花火、吹き上げ花火、バケツ、
ゴミ袋
【後 援】北区青少年育成協議会
でんスポ

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。

検索

【場 所】あじさいスタジアム人工芝
【定 員】1組につき6名まで入場可能
【持ち物】懐中電灯（天体望遠鏡などの天体観測グッズの持ち込み可）
【主 催】Zinnia
【共 催】北神戸田園スポーツ公園
【協 賛】株式会社ビクセン、大和出版印刷株式会社
【後 援】宇宙メルマガ
THE VOYAGE

兵庫ブレイバーズ公式戦
〜夏のナイター観戦の醍醐味！

でんスポ園内での花火は禁止ですが、
「でんスポで花火が
できるよデー！！」
は園指定の場所で花火ができますよ。
みんな花火を持ってでんスポに集まれ！！

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

ネット申込み制

毎年恒例となった天体観望会！密をさけるため今年も申込者のみの参加
となります。さまざまな種類の天体望遠鏡で月や木星、土星をご案内し
ます。素敵な商品があたるゲーム企画も！
参加費無料、ぜひご家族でお越しください。

所】あじさいスタジアム
（お車でお越しの方はスタジアム前に駐車可能、
22時より一般駐車場からスタッフが誘導します。）
【定 員】30組
（1組につき6名まで入場可能）
【料 金】2,000円
（駐車料金込み）
【持ち物】テント
（ペグ打ちはできません）
・ねぶくろ・
レジャーシートなどのキャンプ用品、懐中電灯、
虫よけスプレー、暑さ対策グッズなど
【その他】飲食可
（ただしアルコール類の持ち込みと火気の使用はできません・
ゴミは各自お持ち帰りください）
【主 催】Zinnia、北神戸田園スポーツ公園
【協 賛】株式会社ビクセン

7月30日●・8月27日●

ランチ 11時〜、
スイーツ 14時〜

天体望遠鏡で月と星を見よう
9月10日● 18時30分〜21時

でんスポで
花火ができるよデー！
！

パン・お菓子工房のtokidoki café

人と自然とスポーツのふれあい空間

金

22時〜22時30分
【最終退出時間】13日 10時30分

★ 里とまちの交流会

日

入場
無料

8月12日● 23時 〜8月13日● 9時頃まで

【集 合 時 間】12日

無料

【場 所】カフェレスト
「グローブ」
【学習支援の対象】小・中学生
（子ども食堂は中学生以下無料／大人 300円）
「グローブ」 TEL.078-952-0306（木曜日〜日曜日 10時〜16時）
【申 込】カフェレスト

土

あじさいスタジアム星空キャンプ
〜ペルセウス座流星群を見よう〜

【場

7月9日●・ 23日●・ 24日●・ 30日●・31日●
8月●20日●・●21日●・27日●・◆28日●
●

● 公園施設をご利用いただくにあたり、
利用時チェックリストの提出および利用施設、備品消毒のご協力をいただいております。

【場 所】体育館ホワイエ
【定 員】10名
（成人）
【料 金】550円
※材料
（竹）
と道具は用意します。
切り出しナイフ、ナタ、竹用のこぎりをお持ちの方はご持参ください。

（子ども食堂）
11時〜13時30分 （学習支援）14時〜15時30分
土

● 体育館館内ご入場の際は、
マスクを着用して下さい。 ● 体調の悪い方、体温が37.5℃以上の方は、
ご利用をお控え下さい。

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。

園内の樹木を使って実際に選定の実習を行います。
帽子や飲み物をお持ちください。
※ハサミなどの道具はこちらで貸し出します。

子ども食堂 ・ 学習支援

● 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
施設の営業停止およびイベント開催を中止する可能性があります。

火 13時〜16時
8月9日●

各日10 時〜12 時

【料

※新型コロナウイルス感染拡大防止へのご協力のお願い

親子バンドにばぁばが加入し、
三世代バンドにバージョンアップ！
みんなが楽しめる曲でフェスタを
盛り上げます。

竹のクラフト教室

電話申込み制

金 春から初夏にかけての害虫の防除について
7月1日●
金 樹木の診断・回復手当について
8月5日●
金 樹木の植栽と移植について
9月2日●

所】体育館受付

でんスポ

11時〜11時20分

【会 場】体育館アリーナ及び体育館周辺
【定 員】50名 【対 象】北区在住のご家族
【料 金】無料 【持ち物】水筒、昼食、上靴、マスク
【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

【場

人と自然とスポーツのふれあい 空間

2022 年

今年はミニコンサートも開催！
三世代ふれあいコンサート

◆昔遊び体験 おはじき、紙鉄砲、コマ回し、けん玉 ほか
◆竹細工教室 竹とんぼ、水鉄砲、竹笛 ほか
◆輪投げ、グラウンドゴルフ、
ヨーヨー釣り
など、楽しい遊びが盛りだくさん！

樹木のクリニック

ネット申込み制

新聞

夏まつり三世代ふれあい体育フェスタ

No.89

※園内にゴミ箱はありません。使用した花火は必ずお持ち帰りください。
※バケツに入れる水は公園で準備します。
※当日は利用枠及び利用時間を制限しておりますので、お待ちいただく可能性があります。
※打ち上げ花火・ロケット花火の持ち込みは禁止です。
（吹き上げ花火は可）

花火ナイター 〜

VS 和歌山ファイティングバーズ

8月6日● 17時〜 ※雨天中止の場合、花火ナイターは9/11に順延します。
土

鹿の子台・西山・八多小学校児童のイラストが、
打ち上げ花火になります。
花火は7回裏終了時に打ち上げ予定です。
【料

金】当日券： 大人
（高校生以上）
1,000円
子ども
（小中学生）
、65歳以上500円
未就学児無料・
障がい者手帳をお持ちの方と
同伴者1名まで無料

※前売り券を体育館事務所で販売しています。
大人
（高校生以上）
800円
子ども
（小中学生）
、65歳以上400円

