
臨時駐車場

体育館

多目的球技場多目的球技場

スポーツ広場スポーツ広場

アリーナ・スタジオ・会議室アリーナ・スタジオ・会議室

体育館テラス
体育館正面玄関

スポーツ広場前

でんスポアドベンチャーフェスタは、「子ども達の新たな発見・体験・経験、出店者・来場者・地域のつながり」をテーマに
開催されるイベントです。アリーナ会場には、約40店舗のハンドメイド・いやしの店舗が集合！コンサートなどの

アドベンチャーステージやAR体験・パラグライダー体験など、見て！体験して！様々なアトラクションをお楽しみください。

Fun handmade
 

ワークショップ:
クリアファイルで写真立てづくり
販売：アクセサリー、手作り小物など

なないろの風
 

ワークショップ:糸掛け曼荼羅
販売：手作り品販売

★Color Beads★
 カラー ビーズ

ワークショップ:
プチ芳香剤、キーホルダーづくり

con tutti 
 コン トゥッティ

ワークショップ:
梱包材のオリジナルタグづくり

Luce  - ルーチェ -
 

ワークショップ:パステルアート体験
販売：手作り小物

Rinaria
 リナリア

ワークショップ：リジョイスバルーン
販売：ジュエリーマスクケース 他

soleil
 ソレイユ

ワークショップ:キャンディバッグづくり
販売：アクセサリー

WoodworkingassistanceM's maechi.thb
 

ワークショップ:手作りスプーンの体験、
木のお家を作ろう

ガーデニング屋
 

販売：多肉植物の寄せ植え、
リメイク商品

OK+・Quilt Collet
 オッケープラス・キルト・コレット

ワークショップ:木工ドールハウス
販売：播州織、アフリカンプリント、布小物販売

A.Y.Rich ＆ yuchat
 エーワイリッチアンドユチャット

ワークショップ:オラクルカードリーディング
販売：アロマストーン、イラスト・手作り
雑貨など

Lycoris Sprengeri
 リコリス スプレンゲリー

ワークショップ:
アイシングクッキー作り

sakura＊color PLUS +
 サクラカラープラス

ワークショップ：樹脂粘土でつくる
シャカシャカクッキーキーホルダー

＊Fun style＊
 ファンスタイル

ワークショップ:飾れる・遊べる
ドリンク風スライムデコ

nicotto＆micco
 

ワークショップ:ロゼットづくり
販売：ヘアアクセサリーなど

はるのあぜ
 

ワークショップ：
曼荼羅アート・筆文字しおり作り
販売：筆文字作品や曼荼羅作品など

one
 

レジンアクセサリー・キッズ用品
（抱っこ紐カバー・ポーチなど）

三田市ガラス工芸館
 

ワークショップ:万華鏡づくり
販売：ガラス作品など

kirsikka
 キルシッカ

ワークショップ：キッズ向けのアクセサリー
販売：ハンドメイドアクセサリー、キッズヘアアクセサリー

Shinee-Queen's
 

ワークショップ:サンキャッチャー
販売：アクセサリー、布雑貨など

cheema.hm
 チーマドットエイチエム

ワークショップ:ミニタペストリー
販売：マクラメ雑貨

DIYBASE新三田
 

ワークショップ:木工
販売：木工作品など

RainbowDrop 虹の雫
 

ワークショップ:キャンドル・アロマ
ワックスサシェづくり、キャンドル釣り
販売:キャンドル・サシェ

KK useful
 ケイケイユウズフル

ワークショップ:布リースづくり
販売：手作りアクセサリー、
手作り布雑貨など

兵庫県立有馬高等学校 人と自然科
 

ワークショップ:コサージュ作り

どーんと八多を楽しく元気にする会
 
ワークショップ:勾玉アクセサリー

Peace&Marry
 ぴーすあんどまりー

ワークショップ*母の日
ドライフラワーオーナメント

遊びの会
 

ワークショップ:バルーンアート体験

Liprana* / ポラな子育て研究所
 

エナジーを調律するポラリティセラピー体験
販売：オリジナルハーブティー＆アロマキャンドル

Happy homing
 ハッピーホーミング

個性を引き出す子育てセミナー
3時間目13時30分～14時35分

フラスタジオゆうこ
 

子どもフラダンス体験会
1時間目10時40分～11時25分

Spica
 スピカ

自己肯定感を高めるセミナー
4時間目14時55分～15時40分

ひとはなセルフケア
 

ママの姿勢改善エクササイズ
2時間目12時5分～12時50分

ハッピーテラス
 

岡場駅前の自動発達支援 放課後デイ
サービス。コミュニケーション能力を
高めチャレンジする勇気を育みます！コープ自然派兵庫西宮センター

 

未来の子ども達の為に安心安全な
食生活をお届けしています。

natural K
 

神戸市北区にあるフリースペース。
不登校の子どもたちが安心して
過ごせる居場所です。

神戸コミュニティラボ
 

でんスポで子育てサークル・
学習支援・子ども食堂等を実施中。

生活協同組合コープこうべ
 

安全、安心のおいしいコープ
商品と兵庫県全域への宅配で
子育て家庭をサポートします！

こぶしの会
 

有馬ブロックの主任児童委員
です。各地区で子育て支援や主催
イベントを実施しています。

カラフル北神戸
 

神戸市北区・三田市を中心に
子育て支援を行っています。
子連れで楽しむイベントを開催！

りぐこうべ兵庫
 

保護犬とのふれあいを通して、
natural Kの子どもたちの成長を
見守っています。

中国南獅獅子舞 
福州龍舞

みんなで踊ろう 
カゾクdeオンガク

インフィオラータ2023北神戸
今年のテーマは「希望・
未来」。花びらを敷き詰
めて描かれたアートの
もとで映える写真を撮
ろう！！

消防車や自衛隊の82式指揮通信社など、働く乗り物が大集合！
見て・ふれて・乗ってなど、様々な体験ができます。

走り方教室
走るときに大切な基本姿勢や腕振りなどの
動作・速く走れるコツなどを伝授します！
当日券も販売します！

神戸電鉄のオリジナルグッズ
や車両部品などを販売します。
鉄道好き集まれ！

有馬高校人と自然科の生徒さんが
育てた花苗や野菜を販売します。

多目的球技場でフライトにチャレンジ！
当日券も販売します！

なんども遊べる
「キッズ段ボール迷路」
1日券で何度でも遊べます。

ネット申込み制

ネット申込み制

15時～16時［全1回］

9時30分～（各回体験約45分）　
最終受付14時30分［全5回］

【対　象】 小学校1年生～3年生　【料　金】 1,650円

【料　金】 2,000円　【対　象】 体重50㎏以下

アドベンチャーステージ

飲食ブース

キッチンカー 唐揚げ販売
高級醤油「下総醤油」を贅沢に使用！ジューシー
＆ザクザク感が美味しい自慢の唐揚げです！

神戸市北区を中心に幸せを運ぶ黄色いキッチンカー
もちもちクレープの販売です！

キッチンカー クレープ販売

三田市波豆川産コシヒカリ軍ちゃんを米粉にして
使用。お米の甘味を引き出したたい焼きは、外が
カリカリ中はもちもち美味しいたい焼きです。

米粉たい焼き販売

大人気のパストラミビーフバーガーをはじめ、揚げたて
ドーナツ＆ドリンクをご用意してお待ちしております。

ハンバーガー＆ドーナツ販売

北神戸田園スポーツ公園の体育館で営業中
の喫茶グローブがカレーを販売します！

カレーライス販売

風で遊ぶ！パラグライダー体験

アウトドアチャレンジ
特殊なサングラスで観る・歩く・戯れる、少し未来の水族館ツアー！

AR体験 ソラ水族館
現実の風景に重なって、目の前に現れる水中世界
光が差し込むアクアリウム　色とりどりの水生生物
魚たちが棲む沈没船
現実の景色に空想の景色が重なって全く新しい
水中世界をARグラスで体験できます

でんスポでアウトドアリアル
体験！野外活動技能を身につ
けよう！

子育て応援企画
「ママをやめてもいいですか」 
子育てに悩み奮闘するすべてのママとママを支えるすべて
の人へ、笑って泣ける共感度200％のドキュメンタリー映画
（上映時間92分）

でんスポ アドベンチャーフェスタ

ハンドメイド&
癒しのブース

子育て応援団体

おけいこ体験・
子育てセミナー

体育館
正面玄関

スポーツ
広場前

体育館
アリーナ

体育館
アリーナ

体育館
正面玄関

神戸電鉄鉄道部品販売

兵庫県立有馬高等学校 
花苗・野菜販売

体育館
正面玄関

体育館
スタジオ

スポーツ
広場前

スポーツ
広場

多目的
球技場

親子運動遊び

働く乗り物大集合！！

親子で楽しく遊び感覚で、『走る』・『跳ぶ』・
『投げる』などの動作を自然と身につけられる
プログラムです！
当日券も販売します！

ネット申込み制

ネット申込み制

9時30分～10時30分［全1回］

【対　象】 年中～小学校3年生　
【料　金】 1,650円

スポーツ
広場

苦手克服・縄跳び教室
ミズノ製縄跳び「ファーストジャンプ」を使用した
苦手克服プログラムです！縄跳びを跳ぶ楽しさ、
コツを伝授します！
当日券も販売します！

ネット申込み制13時～14時［全1回］

【対　象】 年中～小学校3年生　
【料　金】 1,650円

スポーツ
広場

体育館アリーナ
特設ステージ

体育館アリーナ
特設ステージ

体育館アリーナ
特設ステージ

10時～、13時～
神戸市立神港橘高等学校 龍獅團

10時30分～
Family Piano Trio Pilz!

半熟BLOOD 
アコースティックライブ
11時30分～
半熟BLOOD

バルーンアート
パフォーマンス
11時～、14時～
遊びの会

会場
MAP

【対　象】 3歳～小学校4年生
【料　金】 200円/1日
※参加者多数の場合は入場制限あり
※受付は保護者同伴でお願いします

●1 10時～ ●2 13時30分～ （各回30分前開場）
【料　金】 事前予約 500円　当日券 700円 

※小学生以下の同伴1名無料
ナレーション：大泉洋【料　金】 600円

ミニショベル運転体験

公園管理作業で活躍している
ミニショベルに乗って作業体験！
当日券も販売します！

体育館
正面玄関

体育館
テラス

ネット申込み制

9時30分～（各回体験時間約10分）
最終受付14時30分［全5回］

【料　金】 800円
【対　象】 小学生以下

キッチンカー
ポークたまごおにぎり販売
神戸を拠点に沖縄のソウルフードのポーク玉子おにぎり
を販売中！沖縄出身の嫁と沖縄顔の旦那で運営してます！

詳細は北神戸田園スポーツ公園ホームページ・アドベンチャーフェスタインスタをご覧ください。

体育館
アリーナ

体育館
会議室

＠atelier_sarry

＠con.tutti_kato

＠soleil_asuka

＠sakuracolorplus

＠quilt.collet

＠harunoaze

＠atelier.kirsikka

＠diybase.shinsanda

＠insta_dawn_hata

＠hulastudioyuko

＠coop4tiku

＠coop.shizenha.hyogo

＠ligkobe_hogoinu＠naturalk2022

＠1hana_selfcare

＠mihokodanaka

＠liprana.aroma_takarazuka

＠cheema.hm ＠shineequeens

＠rainbowdrop0516

＠ok_plus_ai

＠rinakko0306

＠lycoris.sprengeri

＠glasscraftassociation

＠fun.stagram_＠micco.handmade2022

@yuchatchan
＠a.y.rich

＠maechi.thb

ワークショップ：うぉーたーぷにぷにづくり
販売：手作り雑貨
Atelier Sarry
 アトリエ サリー

HP：なないろの風で検索

ブログ：ルーチェ　パーソナルカラーで検索

HP：ハッピーテラスおかば教室で検索

HP：一般社団法人パートナーズで検索

／カフェ
 スラカフェ

ワークショップ:自分だけのノート作り

ゼリーのアトリエ
 

HP：https://atelier-zelie.weebly.com/

ワークショップ：ドライスワッグ作り
販売：ドライフラワー、ハーブティー

Hina relaxation salon
 ヒナリラクゼーションサロン

ハンドマッサージ、深眠タッチセラピー

＠hina_relaxation.salon

＠slacafe.kobe

＠colorful.kitakobe

＠happikitchencar

@cafe.ambre

@lucky_chubby_kitchencar

はっぴ商店

Cafe ambre

lucky chubby

パン・お菓子工房

今西松陽園

喫茶グローブ

観覧無料

観覧無料 フォトスポット

観覧・体験無料
フォトスポット

9時30分～（各回体験時間約45分） 
最終受付14時30分［全5回］

【料　金】 1,000円
当日券も販売します！

ネット申込み制子連れOK・出入り自由

提供：アースダンボール

4月29日（土・祝） 10時～16時
※ネット申込の一部イベントは9時30分開始
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