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【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、「二郎駅」から徒歩約10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
※記載している価格は全て、税込価格です。

【休園日】  2023年4月25日（火）、5月23日（火）、6月27日（火） ※自転車・単車の園内乗入れは禁止です。

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。

TEL.078-951-5901　FAX.078-951-5903
〒651-1311　神戸市北区有野町二郎
【指定管理者】 神戸電鉄・ミズノ運営共同事業体

でんスポ

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

今年もでんスポにアドベンチャーフェスタがやってきた！！
詳しくは中面をご確認ください。

【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 15名

（1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 1,000円　　【主　催】 Zinnia

星と宇宙の体験プログラム 
星座早見盤工作と春の星座の見つけ方

星座早見盤を作り、工作したものを使って春
の星座を見つける方法を学びます。工作の
後は、国立天文台が開発した4次元デジタル
宇宙ビューワー「Mitaka」を使って宇宙を
旅し、星座の星たちに会いにいこう！

ネット申込み制

5月27日●土  15時30分～17時

【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 15名（1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 1,000円　　【主　催】 Zinnia

星と宇宙の体験プログラム 
ボックスプラネタリウムを作ろう

四季の星座に穴を開けて組み立
てる「ボックスプラネタリウム」を
作ろう。工作のあとは、スタジオ内
にプラネタリウムを投影して春の
星座のお話をします。

ネット申込み制

6月24日●土  15時30分～17時

【場　所】 体育館スタジオ　　【定　員】 7名　　
【料　金】 1,000円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル

託児付き体験教室ママズカフェ 
ママヨガ

ヨガトレーナーが腰痛、肩こり、骨盤調整に
効くママのためのヨガを行います。ベビー
は保育ボランティアにお任せして「私ケア」
の時間を作りませんか？マットの貸し出しは
無料です。

5月21日●日  9時30分～10時30分

colorful

申込みは、
カラフル北神戸の
HPからお願いします。

【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 10組（1組につき同伴者2名可、同伴者無料）
【対　象】 1歳～3歳
【料　金】 550円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル、

室内シューズ、その他各自必要な物
※おむつ替えスペース有

赤ちゃん運動広場

ミズノのオリジナルツールも使用しながら、様々な動作をバランス
よく取り入れた運動あそびを行います。親子で一緒に体を動かして
絆を深めましょう！

ネット申込み制

4月18日●火 、5月16日●火 、6月20日●火  
各回 11時30分～12時30分

11時40分～13時/15時～16時　各回20分単位

9時～21時（最終受付20時）

【場　所】 スポーツ広場　【定　員】 各クラス15名
【対　象】 年中～小学校6年生　　
【料　金】 通常クラス月5,280円

アドバンスクラス月5,500円
【入会金】 14,300円（ユニフォーム代含む）　【年会費】 3,300円 
無料体験会開催中！入会者にはサッカーボールをプレゼント！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問い合わせください。

ミズノサッカースクール
木曜日・金曜日・土曜日
年代別クラスで開催。
詳細はHPをご確認ください。

【場　所】 体育館スタジオ　
【定　員】 各クラス20名
【対　象】 ①小学校1年生～3年生　

②小学校4年生～6年生
【料　金】 月5,500円　【入会金】 5,500円　【年会費】 3,300円
無料体験会開催中！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問い合わせください。

無料体験会開催中！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問合せください。

無料体験会開催中！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問合せください。

ミズノダンススクール

【場　所】 体育館スタジオ　
【定　員】 15名（1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 1,000円　　【主　催】 Zinnia

星と宇宙の体験プログラム 
宇宙パラシュートを作ろう

宇宙開発で活躍するパラシュートを文
字のない設計書をもとに作ろう！自分
で考えること、工夫すること、モノづく
りにおける失敗の大切さを学びます。

ネット申込み制

4月22日●土  
15時30分～17時30分

ネット申込み制

おさがりとりかえっこ
節約ママさん大集合！

5月6日●土・7日●日・20日●土・21日●日

5月7日●日  ママヨガ、6月4日●日  父の日工作　各回 11時15分～12時30分

6月3日●土・4日●日・17日●土・18日●日

（子ども食堂） 11時～13時30分　
（学習支援） 14時～15時30分

3月21日●火 ・●祝　
1部目 9時30分～　2部目 13時30分～
昨年開催予定だったガチンコ鬼ごっこが
悪天候により順延のため、再募集！

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

【場　所】 体育館スタジオ、体育館ホワイエ
【定　員】 15名
【対　象】 小学校1年生～6年生
【料　金】 2,200円
【持ち物】 宿題（必ずお持ちください）、

動きやすい服装、飲み物、タオル、
室内シューズ、弁当

お預かりホームワーク

朝から夕方までミズノプレイリーダーと色々な遊びをしたり宿題を
したりと子ども達を終日お預かりいたします。

ネット申込み制

3月29日●水 ・30日●木   各日 10時～15時

【場　所】 体育館アリーナ　【定　員】 各クラス15名
【対　象】 年中～小学校3年生　【料　金】 月3,960円　
【入会金】 5,500円　【年会費】 3,300円

ミズノスポーツスクール
火曜日　前半クラス 16時～17時
 後半クラス 17時～18時

金曜日　①17時～17時50分　②18時～18時50分

【場　所】 体育館アリーナ　　
【定　員】 15名
【対　象】 小学校4年生～6年生　　
【料　金】 月6,600円　【入会金】 5,500円　【年会費】 3,300円

ミズノ器械体操教室
水曜日 17時～19時

【場　所】 体育館アリーナ　【定　員】 各クラス15名
【対　象】 ①年中～小学校2年生　

②小学校3年生～6年生　　
【料　金】 ①月5,500円　②月6,600円
【入会金】 5,500円　【年会費】 3,300円
無料体験会開催中！！入会者にはTシャツプレゼント！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問い合わせください。

ミズノバスケットボールスクール
金曜日 ①16時30分～17時30分　②17時30分～19時

【場　所】 体育館アリーナ　【定　員】 各クラス15名　【対　象】 一般（18歳以上）
【料　金】 通常クラス月3,960円　週2クラス月6,820円

ミズノバドミントンスクール
月曜日・金曜日
前半クラス 9時5分～10時25分　
後半クラス 10時30分～11時50分

第1・第3金曜日 幼児クラス 15時30分～16時20分　
幼児・小学生クラス 16時30分～17時20分
小学生クラス 17時30分～18時20分

【場　所】 体育館スタジオ　　
【定　員】 各クラス30名
【対　象】 ①年中・年長　②小学校1年生～3年生　

③小学校4年生～6年生　　
【料　金】 月5,500円   

※別途入会金が必要です
【申込み】 阪神タイガース公式サイトより仮申込みをしてください。
https://hanshintigers.jp/academy/dance_school/

タイガースアカデミー ダンススクール
土曜日 ①11時～12時　②12時30分～13時30分　③13時40分～14時40分

入会金・年会費無料！無料体験会開催中！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問合せください。

無料体験会開催中！！
体験希望の方は北神戸田園スポーツ公園までお問合せください。

トレーニングセンター

毎週火曜日（休館日を除く）
【場　所】 体育館アリーナ　【定　員】 各クラス15名　【対　象】 一般（18歳以上）　
【料　金】 通常クラス 月5,280円　上級クラス 月7,480円

ミズノ卓球スクール
月曜日・木曜日 クラスⅠ 9時5分～10時25分　
 クラスⅡ 10時30分～11時50分
月曜日　上級クラス 12時30分～14時30分

みんながよく知っている曲に合
わせて楽しくダンスをします。
基礎の体力作りをしよう！

現役のタイガースガールズもしくはＯＧが講師をつとめます。
ダンスの技術を通年のカリキュラムで総合的に学べます。

運動不足解消・健康増進の為にも、
これから卓球を始めようという方、色んな技術を身に付けて、もっ
と強くなりたい方、通常クラス・上級クラスに分けて卓球の楽しさ
を教えます。

経験豊富なミズノのコーチが指導。
楽しくサッカーを上手くなろう！ 

体操を始めるならでんスポ！
コーチが優しく丁寧に指導して
くれます。 

初心者でもわかりやすく、楽しく取り組めるカリキュラムで大好評♪
「生きる力を育てる」コーチングで三宮・伊丹・尼崎にも展開する
ダイアモンドバスケットボールスクールと共同開催

跳び箱、マット、鉄棒などの器具運動や
様々なスポーツを行います。体を動かす
ことの喜びを知り、自立心、協調性、創造
性を養います。

運動をこれから始めたい方、運動はしたいけど何をしたら
いいか分からない方、お悩みに合わせ、トレーニングから
食事までサポートします。まずは一度お試しください！

お得な回数券、定期券もござい
ます！
コインロッカー、シャワールーム
も完備。トレーナーが在中して
いるので初めての方もお気軽に
お越しください♪

初級者から中級者までバドミントンの楽しさを体
感して頂けるスクールです。グリップの握り方か
ら始まり、フットワーク、ローテーション、プレー
での戦略など、どんどん練習して行きます。

電話申込み制

※HPに記載の詳細を必ずご確認の上、
　ご応募下さい。

【対　象】 小学校3年生～6年生　
【料　金】 2,200円　【受　付】 体育館ホワイエ

ガチンコ鬼ごっこ
振替開催につき再募集！

抽選予約開始：2月24日（金）  
抽選予約締切：3月14日（火）

パン・お菓子工房
～お土産の多さに毎回驚き！わいわい楽しいレッスンを一度体験してみて下さい！～

申込み不要

※レッスンのお申し込みは前月の
　1日（予定）より翌月予約を開始します

【場　所】 メイン球場旧管理事務所 【料　金】 3,500円（コーヒー付き）　
【持ち物】 エプロン、手拭きタオル、持ち帰り容器

各回 10時～13時
初回のみ

500円OFF！

・オレンジクリームのブリオッシュ・桜えび塩パン

・いちじくとくるみのカンパーニュ・ホイップあんぱん

・3種の食パン（全粒粉&チーズ&粒あん）・ティーロール
・米粉のロールケーキ・レモンケーキ

4月11日●火・12日●水 ・19日●水 ・20日●木 
5月9日●火・10日●水 ・17日●水 ・18日●木
6月13日●火・14日●水 ・15日●木 
6月20日●火・21日●水 【場　所】 体育館ホワイエ　

【対象サイズ】 160㎝までの服（学校指定服のサイズはいくつでもok）
【協力金】 持って帰るときだけ500円

（50㎝×60㎝の袋をお渡しするのでたくさん詰めてお持ち帰りください）
【主　催】 カラフル 北神戸
【お問合せ】 colorful.pro2018@gmail.com

まだ着られるけど捨てられない子供の服を持ち寄って、
ちょうどのサイズを持って帰る「子供の古着交換会」で
す。「持ってくるだけ・持って帰るだけ・見るだけ」それぞ
れOK！高校生までの学校指定服も集まっています。

【場　所】 体育館スタジオ　【対　象】 乳幼児（5歳以下）と保護者　
【料　金】 保護者1名につき500円　
【主　催】 神戸コミュニティラボ　喫茶グローブ　TEL078-952-0306（木曜～日曜10時～16時）

子育てサークル ママスマイル
一緒に遊ぼう！季節に応じた遊び、ママのリフレッシュ体操や季節の工作を
中心に、お子さんとママが笑顔になれるサークルを開催しています

5月13日●土　10時～12時

【場　所】 カフェレスト　グローブ
【対　象】 小・中学生（子ども食堂は中学生以下無料／大人300円）　
【主　催】 神戸コミュニティラボ　喫茶グローブ
TEL078-952-0306（木曜～日曜：10時～16時）
特別学習支援 【対象】小学校3年生以上
・5/20・6/17は「お習字教室」 ※習字道具要
・5/7・6/4は「プログラミング教室」

子ども食堂・学習支援（無料）

【場　所】 トレーニングセンター
【対　象】 中学生以上　【料　金】 2,200円 ※1単位20分完全予約制
   ※別途トレーニングセンター利用料が必要です。
【講　師】 鐵燒 日出美（YMCAフィットネス指導員・栄養士）NTTドコモラグビー部、

マイカルスキー部ジャンプチームなど実業団の指導歴多数【対　象】 中学生以上　　【料　金】 1回券500円、65歳以上400円

パーソナルトレーニング

【場　所】 スポーツ広場　　【定　員】 30名
【対　象】 小学校3年生～6年生　　【料　金】 500円

自主練はじめました！

子ども達が自ら考え、自主的に取り
組むプログラムです！夜サッカーの練
習がしたいけど、場所がなかなか見
つからないという方、ゴールなどを
使用して練習したい方大歓迎です！

ネット申込み制

毎週金曜日 19時～20時30分
※休講日5/5（金・祝）

【場　所】 体育館スタジオ　【定　員】 各クラス14名　
【対　象】 運動が苦手な年中～小学校6年生　
【料　金】 月4,000円（別途入会金と年会費が必要です）
※主催：できるさぽーと・ココ　コーチ派遣：ミズノ株式会社
 　　　 申込み・問い合わせ（できるさぽーと・ココ 小倉）　
　メール：dekisapo.koko@gmail.com　電話：080-5772-5050

子ども運動教室

幼少期の運動発達に必要な動きを取り入れ、運動をスムーズに行うための身体の土台を作ります。
児童指導員や経験豊富なスタッフが補助につき、必要に応じた声がけをしています。児童発達支援
施設での勤務経験をもとに「困った」に寄り添い、お子様の健やかな成長を支援します。 

新
聞
新
聞でんスポ

人と自然とスポーツのふれあい空間

プロマジシャンマツの
マジックショー&まほう学校 
まほう使いになってみよう

【場　所】 体育館スタジオ　【定　員】 15名（1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）　
【対　象】 小学校4年生以上（4月からの新4年生も可）
【料　金】 4,000円（材料費込み）　【主　催】 magician マツ

体育館スタジオがマジックステージに！ステージ
のうえで繰り広げられる鮮やかなマジックショー
を観覧後は、マジック道具を制作し演技も指導
します。これでみんなもプロマジシャン！

3月25日●土 　9時30分～10時30分
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