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株式会社山陽アド 営業部 営業第一グループ 

ＴＥＬ（０７８）６１２－２２４４ 

ＦＡＸ（０７８）６１２－２２５８ 
  

※イベントは予告なく変更や中止の場合があります。ご了承ください。 

２０１７年１２月１５日製作 
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◇発売期間 ～２０１８年１月３日（水） 

◇有効期間 ２０１７年１２月３１日（日）～２０１８年１月３日（水）の４日間 

◇有効区間 山陽電車全線、神戸高速線全線（阪神・阪急神戸三宮・湊川含む） 

山陽バス全路線（二見線含む）※高速バス、神戸市バス、神姫バス、明石市コミュニティバスは 

除く 

◇特 典 生田神社、湊川神社、長田神社、須磨寺、綱敷天満宮の初詣祈念品授与券付き 

◇発売金額 大人１，６００円・小児８００円 

◇発売場所 ※発売は、各休業日は除く 

○山陽電車 ・・・・・ 西代・板宿･東須磨・山陽須磨・山陽垂水･山陽明石・東二見・高砂・

大塩・飾磨・山陽姫路･山陽網干の各駅、ご案内センター（明石） 

○定期券発売所 ・・・・・ 板宿・山陽垂水・山陽明石･東二見・高砂・飾磨・山陽姫路 

○山陽バス ・・・・・ 名谷サービスセンター（神戸市営地下鉄名谷駅２F） 

○コンビニ ・・・・・ 「ローソン＋フレンズ」山陽垂水東店・山陽垂水西店 

○駅売店 ・・・・・ 山陽明石・東二見・山陽姫路 

○阪神電車 ・・・・・ 高速神戸・新開地・高速長田の各駅、阪神電車サービスセンター

（神戸三宮） 

 

問い合わせは 山陽電車 ご案内センター（明石） ☎０７８‐９１３‐２８８０ 

山陽電車 鉄道営業部 営業課 ☎０７８‐９４０‐５１３２ 

 

 

ハイキング 
 

 

 

山陽ハイキング（荒天中止） 

第１回 １月１４日（日） 新春 明石海浜公園ハイキング   家族向・約６km 

集合時間・場所／１０：００ 向ヶ池公園（播磨町駅より東約２００m） 

昼 食 場 所／ゴール後昼食  

解 散 場 所／東二見駅 

見 ど こ ろ／明石望海公園、明石海浜公園、波切不動明王 

 

 

山陽・高速 新春全線パス２０１８ 

数量限定発売 
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第２回 １月２１日（日） 播州・名松めぐりハイキング    一般向・約１３km 

集合時間・場所／１０：００ 十輪寺山門前（高砂駅より南約５００ｍ） 

昼 食 場 所／浜の宮公園  

解 散 場 所／別府駅 

見 ど こ ろ／十輪寺、高砂神社、尾上神社、浜宮天神社、浜の宮公園、別府住吉神社 

 

にっしん・さんよう 平日ウォーク～ゆっくり歩こう～（荒天中止） 

第１回 １月２４日（水）  網干線西側ウォーク     一般向・約８．３km 

集合時間・場所／１０：００ 本町公園（広畑駅より北東約３００ｍ） 

昼 食 場 所／垣内公園  

解 散 場 所／新町公園（平松駅まで北約２００ｍ） 

見 ど こ ろ／小坂公園、大津茂川沿い、魚吹八幡神社、垣内公園、新町公園 

 

駅長おすすめ さんよう土曜ファミリーハイク～駅から始まる旅ストーリー～（荒天中止） 

第１回 １月２７日（土） 

明石駅長おすすめ！ 海を眺めながら古代の遺跡をめぐるハイク         一般向・約７．５㎞ 

集合時間・場所／１０：００ 大蔵海岸多目的広場（大蔵谷駅より南約４００m） 

昼 食 場 所／苔谷公園  

解 散 場 所／くがの公園（山陽垂水駅まで南約１００ｍ） 

見 ど こ ろ／大蔵海岸公園、きつね塚古墳、五色塚古墳 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ◇「山陽姫路駅」すぐ 

http://www.sanyo-dp.co.jp 

 

 

本館６階催し会場 

1 月２日（火）～５日（金） 新春質流れ品大蔵ざらえ 

１月６日（土）～８日（月・祝） 住まいのそっくりさん 

１月１０日（水）～１５日（月） 食品ギフト大処分市 

１月１７日（水）～２３日（火） 新春の北海道大物産展 

１月２４日（水）～２９日（月） 第１０回大宝飾展 

 

平日ウォーク、土曜ファミリーハイクの問い合わせは 

山陽電車 鉄道営業部 営業課 ☎０７８-９４０-５１３２ 

山陽百貨店 



 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせは 山陽百貨店 ☎０７９‐２２３‐１２３１ 

 

 

 

 ◇「須磨浦公園駅」～ロープウェイ 

～カーレーター～観光リフト 

http://www.sumaura-yuen.jp/ 

 

 

○料 金／ロープウェイ(往復)：大人（中学生以上）９００円、小人４５０円 
    往復割引回遊券：Ａコース 大人（中学生以上）１，８００円、小人１，３５０円 

                 Ｂコース 大人（中学生以上）１，２００円、小人７５０円 

○営業時間／１０：００～１７：００ ※１月１日（月・祝）は５：００～１３：００ 

○休 園 日／※１月２日（火）より通常通り営業 

 

初日の出は「お年玉プレゼント」がもらえる須磨浦山上遊園へ 

元日は５：００～１３：００、ロープウェイを運行。ロープウェイに乗車すると先着５００名に「幸せを運ぶ

干支置物」「清酒」「お子さま用お菓子」のいずれか１つをプレゼント。カーレーター、回転展望閣（喫

茶コスモス）も営業。初日の出の時刻は７：０６ごろ。 

 

 

 

問い合わせは 須磨浦遊園 ☎０７８‐７３１‐２５２０ 

 

 

初  詣 

 
◆ 生田神社                ◇阪神・阪急「神戸三宮駅」北西 徒歩約５分 

☎０７８‐３２１‐３８５１ https://www.ikutajinja.or.jp/ 

ご祭神の『稚 日 女 尊
わかひるめのみこと

』は、健康長寿、商売繁盛、縁結び、海運、陸運の神様。ＫＯＢＥ七福神の

年末年始の営業時間  １２月３１日（日）  全館（西館６F・レストラン街含む）１０：００～１８：００ 

地階食品売場１０：００～１９：００ 

１月１日（月・祝）  全館休業 

１月２日（火）    全館（西館６F・レストラン街含む）１０：００～１９：００ 

１/３（日）   全館通常営業 

 

須磨浦山上遊園 

＜年末年始の終夜運転＞大みそかから元旦にかけて須磨浦公園～阪急神戸三宮を約３０分間隔で運転 



 

 

５ 

弁財天も祀られている。また、源平合戦の「生田の森」でも有名。大晦日は１７：００から

「師走大祓式
しわすのおおはらいしき

」「道 饗 祭
みちあえのまつり

」「除夜祭」。１８：００に楼門を閉門し、２３：５０に再び開門。元日は０：０

０から新年を告げる号鼓、楼門上より神戸太鼓の奉納演奏（約２時間）、６：００から新年を迎える「歳

旦祭」が斎行さる。２日は１０：３０から「日供
に っ く

始
はじめ

祭」、藤井定期能楽会奉納による「翁面掛け神事」、３

日は８：３０から「元始祭」が執り行われる。 

 

◆ 湊川神社                 ◇神戸高速線「高速神戸駅」北 徒歩約３分 

☎０７８‐３７１‐０００１ http://www.minatogawajinja.or.jp  

ご祭神の『楠木正成公』は開運招福、除災招福、家内安全、厄除、親子・夫婦円満などの神様で、

「楠公さん」の愛称で親しまれている。ＫＯＢＥ七福神の毘沙門天ゆかりの神社でもある。今年は明

治天皇が神社創建の御沙汰を下されてから１５０年の節目を迎える。境内には商売繁盛の稲荷神

社や学業向上の天満神社もあり、お守りや破魔矢などの授与品やおみくじが多彩に揃うことでも有

名。元日０：００を迎えると初太鼓が打ち鳴らされ、その年最初の「一番祈祷」が始まり、神楽が奉奏さ

れるほか、７：００からは「歳旦祭」、２日９：００からは「初日供
に っ く

祭」、３日１０：００からは「元始祭」が行わ

れる。三が日は特別に拝殿内で参拝することができる（拝観料３００円）。 

 
◆ 長田神社                 ◇神戸高速線「高速長田駅」北 徒歩約５分 

☎０７８‐６９１‐０３３３ http://nagatajinja.jp/ 

ご祭神の『事 代 主 神
ことしろぬしのかみ

』は商売繁盛、開運厄除、あらゆる産業の神様として崇敬され、ＫＯＢＥ七福

神の恵比須神でもある。大晦日は１６：００から「大祓式」、１６：３０から「除夜祭」。元日０：００に初太鼓

が打ち鳴らされ、２：００から「歳旦祭」。２日の８：００から「二日祭」。３日の８：００から「元始祭」。１５日

は９：００から境内で 1年の無病息災を願う「とんど焼」が行われる。 

 

◆ 綱敷天満宮                                     ◇「須磨寺駅」南 徒歩約３分 

☎０７８‐７３４‐０６４０ http://tsunashikitenmangu.or.jp/ 

ご祭神に学問の神『菅原道真公』を祀り、学業成就に霊験あらたかな神社。入試必勝守り、教科別

のお守り、波乗り祈願お守りのほか、厄除開運の破魔矢、干支のお守り、なす守りなどが授与される。

「思うつぼ」と「綱敷の円座」などの縁起物でも有名。正月三が日は境内をライトアップ。 

 

 

◆ 大本山須磨寺                    ◇「須磨寺駅」北 徒歩約５分 

☎０７８‐７３１‐０４１６ http://www.sumadera.or.jp/ 

「須磨のお大師さん」として知られる、無病息災、厄除開運の古刹。ＫＯＢＥ七福神の福禄寿尊も祀

られている。大晦日は２１：３０から配られる整理券（１０８名分）がもらえると、２３：４５より鐘楼堂にて除

夜の鐘をつくことができ、干支の絵馬が授与される。１０８回以降でも２：００までは自由に鐘をつくこと

ができる。２３：４５より般若心経を１，０００巻唱える「千巻心経護摩法要」が行われる。元日には 

１４：００より「開運修正会（大般若転読法要）」、正月三が日には「正月特別護摩祈祷」が行われる。 
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◆ 海
かい

神社                                             ◇「山陽垂水駅」南すぐ 

☎０７８‐７０７‐０１８８ http://kaijinjya.main.jp/ 

ご祭神に『底津綿津見
そこつわたつみ

・中津
なかつ

綿津見・上津
うわつ

綿津見』の三神を祀り、交通安全、船運、水産、安産の神

様として崇敬されている。正月三が日は、神前に灯明を献じて学業成就・家内安全・商売繁盛など

を祈願する「百燈明神事」が行われる。 

 
◆ 稲爪神社                                      ◇「人丸前駅」南東 徒歩約５分 

☎０７８‐９１１‐３１４３ http://www.inadumejinjya.com 

古くより厄難祓い・勝運の神・生命の神として広く崇拝されている。元日は０：００から「歳旦祭」が、 

１２：００ごろから日本樽水流の詩吟・剣舞の奉納が執り行われる。名筆研究会による書き初め奉納

展示も。 

 

◆ 柿本神社                      ◇「人丸前駅」北 徒歩約５分 

☎０７８‐９１１‐３９３０ http://www.kakinomoto-jinja.or.jp 

万葉の歌人 柿本人麿公を祀り、学業成就、防火、安産、良縁の神様として崇敬されている、パワー

スポットとしても有名な神社。明石海峡をのぞむ高台にあり、初日の出を拝むことができる。元日７：０

０から「歳旦祭」が行われ、参拝者にお神酒が振る舞われる。 

 

◆ 岩屋神社                                   ◇「山陽明石駅」南西 徒歩約１０分 

☎０７８‐９１１‐３２４７ http://iwayajinjya.com/ 

ご鎮座１８７０年を越える古大社。家内安全、商売繁盛のご神徳がある。明石海峡大橋を望む海岸

で初日の出を拝んだ後、多くの人が参詣する。元旦には先着順で福夢札が授与される。 

 

◆ 魚住 住吉神社                                 ◇「山陽魚住駅」南 徒歩約５分 

☎０７８‐９４６‐０４１７ http://www.sumiyoshijinjya.com 

住吉大神は厄除、安産育児、交通安全、健康長寿、家内安全の神様。大晦日２３：００からの「除夜

祭」では境内の灯籠６０基にロウソクの火が入れられる。元日は０：００より拝殿前にかがり火が灯り、

参拝者にお神酒が振る舞われる。８：００より「歳旦祭」、１３：３０より「餅まき」、「えびす大黒神楽」の

奉納。境内からは播磨灘が一望でき、「わがまちあかし十景」に選ばれている。 

 

◆ 鶴林寺                                     ◇「尾上の松駅」北東 徒歩約１５分 

☎０７９‐４５４‐７０５３ http://www.kakurinji.or.jp 

大晦日は２２：３０に開門し、鐘つき券を配布。先着１０８名が１０００年もの歴史を持つ黄鐘調の朝鮮

鐘（重要文化財）をつくことができる。２３：３０から除夜の鐘が始まり、元日０：００に新年の法要と法話

を行う。大晦日と元日は入山無料。なお、三が日１２：００～１５：００と６日～８日の１０：００～１５：００

（但し８日は正午まで）に家内安全や学業成就などの特別祈祷が受けられる。 

○ご祈祷料／５，０００円 ※６日～８日は要予約 
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◆ 高砂神社                                      ◇「高砂駅」南東 徒歩約１５分 

☎０７９‐４４２‐０１６０ http://takasagojinja.takara-bune.net 

ご祭神に『素盞嗚尊
すさのおのみこと

・奇稲田姫
くしいなだのひめ

・大 己 貴 命
おおむなちのみこと

』の三神を祀り、結縁の神様として崇敬されてい

る。謡曲「高砂」ゆかりの神社で、境内には夫婦和合、長寿繁栄、良縁の象徴「相生の松」がある。大

晦日は１６：００から大祓式、２３：３０より一年間の無事を感謝する「除夜祭」が行われる。元日には福

娘による「祝玉開き」が行われ、参拝者に干支神盃が授与される。また１０：００からは甘酒奉仕も行わ

れる。「歳旦祭」は１１：００から。 

 

◆ 曽根天満宮                                    ◇「山陽曽根駅」北 徒歩約３分 

☎０７９‐４４７‐０６４５ http://www.tenmangu.net 

学問の神様 菅原道真公を祀る。元日は参拝者にオリジナルカレンダーの授与と甘酒・そば・お神

酒の接待がある。境内の文化資料館では、元日～２月１１日（日・祝）「第２６回写真コンテスト作品展」

を開催。 

 

◆ 大塩天満宮                                       ◇「大塩駅」南 徒歩約３分 

☎０７９‐２５４‐０９８０ 

元日１０：００より先着１，０００名に祈祷済み干支守を無料授与される。１３：００からは大峯行者講岩

播州講による「大護摩祈願祭」を斎行。また、１５日の「とんど祭り」では、１０：００より謡い初めが行わ

れる。 

 

◆ 播磨国総社                                  ◇「山陽姫路駅」北東 徒歩約１５分 

☎０７９‐２２４‐１１１１ http://sosha.jp 

正式な神社名は射楯兵主
いたてひょうず

神社だが、「総社さん」と呼ばれ親しまれている。ご祭神に『射 楯 大 神
いたてのおおかみ

』

と『 兵 主 大 神
ひょうずのおおかみ

』の二神を祀り、商売繁盛、縁結び、厄除、学問の神様として崇敬されている。三が

日は、家内安全を祈願する「新春初神楽」の太鼓や鐘の音が境内に響き渡り、参道には多くの露店

が立ち並ぶ。 

 

◆ 英賀
あ が

神社                                      ◇「夢前川駅」北 徒歩約１５分 

三が日を通じて巫女がお守りやお札の授与を行い、お神酒が振る舞われる。３日には、翁の面を

付けた役者による能と翁舞を奉納する「面掛式」が斎行され、家内安全・生業隆昌・事業繁栄を祈願。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

８ 

◆ 魚吹
うすき

八幡神社                                 ◇「山陽網干駅」北 徒歩約１５分 

☎０７９‐２７２‐０６６４ http://www.usukihachiman.or.jp 

ご祭神に『応
おう

神
じん

天皇』『神功
じんぐう

皇后』『玉依比賣命
たまよりひめのみこと

』の三神を祀り、厄除、開運の神様として崇敬さ

れている。新年を迎え午前０時と共に年の始まりを告げる鐘を鳴らし、鐘をついた始めより１０８人目

までの人には開運の破魔矢が授与される。また、境内では、棒で板を突き割る千本突き行事も行わ

れる。一年の安全を祈る参拝者にはお神酒等が振る舞われる。正月三が日には、賞品付きの福みく

じが行われ、たくさんの人が新年の運試しを楽しむ。 

 

 

鬼 追 い 
 

 

１月３日（水） 追儺式
ついなしき

 妙法寺             ◇「板宿駅」～神戸市バス５系統「奥妙法寺」 

☎０７８‐７４１‐２９３５ 

五穀豊穣・除災招福・無病息災を祈願する神戸市無形民俗文化財。妙法寺の追儺式は平安時代

に始まり、古い伝統を色濃く残している。１０匹の鬼たちがお伊勢参りをする様子を表していると伝え

られている。最後の福餅投げでお金が入ったお餅（金餅）を手にした人は金持ちになると言われて

いる。 

 

１月７日（日） 追儺式
ついなしき

 勝福寺                        ◇「板宿駅」北西 徒歩約１５分 

☎０７８‐７３１‐１２５３ 

神戸市無形民俗文化財。 鹿 松 峠
かのししまつとうげ

に出没していた鬼人を若い僧が仏教の力で退散させたという、

鬼人退治にちなんだ行事と伝えられている。 

 

１月７日（日） 追儺式
ついなしき

 転法輪寺           ◇「山陽垂水駅」～山陽バス１１・１２系統「中山」 

☎０７８‐７９１‐７８８５ 

神戸市無形民俗文化財。親鬼３匹と子鬼４匹が和太鼓にあわせて踊る。福餅まき、菓子まきが行わ

れ、１年の無病息災を願う七草がゆが振る舞われる。 

 

１月７日（日） 追儺式
ついなしき

 太山寺    ◇「山陽明石駅」～神姫バス１４系統（名谷行き）「太山寺」 

☎０７８‐９７６‐６６５８ http://www.do-main.co.jp/taisanji 

１月１日～７日まで行われる「修正会」の結願として行われる。国家安泰、悪魔降伏、五穀豊穣を祈

願して、松明を手にした鬼たちが和太鼓にあわせて踊り、悪霊を退治する。当日は入山無料。 

 

 



 

 

９ 

１月８日（月・祝） 修 正 会
しゅしょうえ

 鶴林寺                 ◇「尾上の松駅」北東 徒歩約１５分 

☎０７９‐４５４‐７０５３ http://www.kakurinji.or.jp 

旧年の悪い行いを正し、新年の吉祥を祈る。１３：００より鬼追いの由来を唱えた謡曲が奉納され、１

４：００に「悔過
け か

法要」が始まる。１５：００からの鬼の舞「追儺式」の後には餅まきも。無料で厄除けの

牛王
ごおう

印をおでこに授けてもらえる。当日は入山無料。 

１月１８日（木） 修 正 会
しゅしょうえ

 書寫山圓教寺
しょしゃざんえんぎょうじ

 

 ◇「山陽姫路駅」～神姫バス８系統「書写山ロープウェイ」 

～書写山ロープウェイ「山上駅」北 徒歩約２０分 

☎０７９‐２６６‐３３２７ http://www.shosha.or.jp/ 

山の守り神である護法童子（乙天
おとてん

・若天
わかてん

）が本堂内陣で、槌や松明、宝剣を手に勇壮な舞を披露す

る。年の初めに一年の安全を祈願する、圓教寺最大の行事。当日は秘仏も公開される。 

○志納金／５００円 

 

 

商売繁盛の神 えびす祭（えべっさん） 

 
１月９日（火）～１１日（木） 十日えびす 西宮神社   ◇阪神「西宮駅」南西 徒歩約５分 

☎０７９８‐３３‐０３２１ http://nishinomiya-ebisu.com 

全国のえびす神社の総本社。９日～１１日の間は、「十日えびす」として広く全国に知られ、１００万

人を超す参拝者で賑わう。９日１４：００から「有馬温泉献湯式」、１０日６：００から「開門神事福男選び」

が行われ、期間中は、商売繁盛・豊漁の願かけ「招福大まぐろ」が拝殿に供えられる。 

 

１月９日（火）～１１日（木） 十日えびす大祭  柳原蛭子
ひ る こ

神社 

◇神戸高速線「大開駅」南東 徒歩約５分 

☎０７８‐６５１‐０１８３ http://www.hyogo-ebisu.com/ 

「えびす神社」「柳原のえべっさん」として親しまれており、「十日えびす大祭」は２５万人もの参拝者

で賑わう。例年奉納される大マグロやタイなど海の幸がたくさん並び、９日「宵えびす」には淡路人形

浄瑠璃 福神楽「戎舞」奉納神事で家内安全・商売繁盛を祈願する。 

 

１月９日（火）～１１日（木） 初ゑびす  海
かい

神社              ◇「山陽垂水駅」南すぐ 

☎０７８‐７０７‐０１８８ http://kaijinjya.main.jp 

期間中、石の鬼面でかわらけを割ることで願いを叶える「かわらけ神事」が執り行われる。１０日は正

月飾りなどをお焚き上げする「とんど祭」が行われ、灰を持って帰ると災難除けのご利益があると言

われている。 

 



 

 

１０ 

１月９日（火）～１１日（木） 初恵比須祭  稲爪神社      ◇「人丸前駅」南東 徒歩約５分 

☎０７８‐９１１‐３１４３ http://www.inadumejinjya.com 

ゑびす神札や福呼び吉兆の授与のほか、９日には氏子総代が恵比須さんと大黒さんに扮し、山陽

明石駅コンコースなどを経由して魚の棚で「商売繁盛福授けの儀」が行われる。 

 

１月９日（火）～１１日（木） 初戎祭  岩屋神社      ◇「山陽明石駅」南西 徒歩約１０分 

☎０７８‐９１１‐３２４７ http://iwayajinjya.com/ 

福熊手や福箕など縁起物が並び、名物の「ご縁（五円）探し」や「鯛みくじ釣り」、くぐり抜けて開運を

祈願する「小鳥居」などが楽しめる。境内には数多くの露店が出店し、多くの参拝客で賑わう。 

 

１月９日（火）・１０日（水） 恵美酒祭  十二所神社     ◇「山陽姫路駅」北西 徒歩約４分 

☎０７９-２２２-４５８６ 

繁華街の近くにあり、近くの商店や事業所から多くの人が訪れる。熊手や宝船などの縁起物を買い

求めたり、福引を楽しみながら、商売繁盛を祈願する。 

 

１月１４日（日）～１６日（火） 初ゑびす祭  播磨国総社   ◇「山陽姫路駅」北東 徒歩約１５分 

☎０７９‐２２４‐１１１１ http://sosha.jp  

「姫路のえべっさん」の初えびす祭。１４日には宝船を先頭に、福娘を乗せた「宝恵
ほ え

駕籠行列」が目

抜き通りを巡行。恵美酒社では商売繁盛・家内安全を祈願する「福神楽」が奉納され、八重垣門西

ではとんどの炎が舞い上がる。 

 

１月１４日（日） 初えびす  曽根天満宮              ◇「山陽曽根駅」北 徒歩約３分 

☎０７９‐４４７‐０６４５ http://www.tenmangu.net 

摂社の戎神社にて行われる。豪華賞品が当たる福引き、落語会、「えびす汁」の振る舞いなどがあ

る。 

 

１月１４日（日） 千両えびす祭  荒井神社                 ◇「荒井駅」西 徒歩約１０分 

☎０７９‐４４２‐０６５８ 

当社のえびす祭は、明和４年（１７６７年）の神札が現存していることから、少なくとも２５０年以上続くと

される大祭である。祠をかついで町内をまわる「ガチャガチャ神事」が斎行され、餅つき、福引き、大

福茶席、「とんど神事」などがあり、一日中参拝者で境内が賑わう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

１１ 

 

厄 除 け 

 
１月１３日（土）・１４日（日） 

１８日（木）・１９日（金） 

２０日（土）・２１日（日） 厄除大祭  御厨神社         ◇「東二見駅」西 徒歩約５分 

☎０７８‐９４２‐３４６１ http://mikuriyajinja.or.jp 

厄年の人や災いのある人の厄除祈祷のほか、特別に災難除け、就活成就、婚活成就、金運を祈願。

２月１８日・１９日にも斎行される。 

 

１月１８日（木）・１９日（金） 厄除祭  今福厄除八幡宮     ◇「尾上の松駅」東 徒歩約３分 

問：尾上神社 ☎０７９‐４２２‐５６７６ 

姫大神、品 多 別 命
ほむだわけのみこと

（応神天皇）、 息 長 足 姫 命
おきながたらしひめのみこと

（神功皇后）を祭神として祀り、厄除け、家

内安全祈願で名高い神社。 
 

１月１８日（木）～２０日（土） 厄除大祭  多井畑厄除八幡宮 
◇「山陽須磨駅」～神戸市バス「多井畑厄神」 

☎０７８‐７４１‐０８２７ http://tainohatayakuyokehachimangu.or.jp 

日本最古の厄除けの霊地と伝えられている。厄除け祈祷に始まり、疫神塚では、 “人形
ひとがた

”に名前と

数え年を書いて水に浮かべ、無病息災を祈る。巫女による神楽も奉納される。 

 

 

出 初 式 

 
１月７日（日） 神戸市消防出初式 （小雨決行）  メリケンパーク 

◇阪神「元町駅」南 徒歩約１５分 

問：神戸市消防局 ☎０７８‐３３３‐０１１９ 

「市民とともにめざす、安全で安心なまちこうべ」をテーマに開催する、新春恒例の神戸市消防出初

式。１０：３０ごろから、消防車両等の行進や消防音楽隊の演奏、未来っ子消防隊の防火パレードが

披露され、市民による放水訓練が行われる。消防団員によるポンプ操法披露や、ヘリコプターも参

加する救助訓練は迫力満点。フェニックスをかたどった放水演技と消防隊員による和太鼓演奏も 

必見。 

○開催時間／１０：００～１１：３０ 

 

 



 

 

１２ 

１月７日（日） 明石市消防出初式  明石市役所北側    ◇「山陽明石駅」南東 徒歩約１３分 

問：明石市消防本部 ☎０７８‐９２１‐０１１９ 

http://akashi-fd.jp/main/ 

消防車両・徒歩隊・子ども消防隊による入場行進があり、消防救助隊による演技、消防団・消防署に

よる放水演習などが披露される。 

○開催時間／１０：００～１２：００ 

 

１月７日（日） 姫路市消防出初式  シロトピア記念公園  ◇「山陽姫路駅」北 徒歩約１５分 

問：姫路市消防局 ☎０７９‐２２３‐０００３ 

式典の部の後、演技の部があり、幼年消防クラブのマーチング演奏、消防団のはしご乗り、消防音

楽隊のドリル演奏、レスキュー隊演技、一斉放水などが行われる。 

○開催時間／９：３０～ 

 

 

◇「月見山駅」北西 徒歩約１０分 

◇「須磨寺駅」北東 徒歩約１０分 

http://www.kobe-park.or.jp/rikyu 

 

 

○入 園 料／１５歳以上（中学生を除く）４００円、小・中学生２００円 

※１月５日（金）は終日入園無料 

○開園時間／９：００～１７：００（入園は３０分前まで） 

○休 園 日／木曜日、１２月２９日（金）～１月３日（水） 

※１月２６日（金）～３１日（水）は臨時閉園 

 

 

 

 

 

～１月１４日（日） 「ジャンボ松竹梅の展示」 中門広場 

間口４．０ｍ、奥行き２．６ｍ、高さ３．３ｍの大きなお正月飾りを展示。 

○展示時間／１０：００～１４：００ 

１月６日（土）・７日（日）・８日（月・祝） 「新春昔あそび」 潮見台休憩所 

（雨天中止。７日（日）が雨天の場合、８日（月・祝）は１３：００～に変更） 

コマ回し、羽根つき、竹トンボ、竹馬、福笑いなどの「昔あそび」で昔ながらの日本らしいお正

月を体験。 

○開催時間／１１：００～１５：００ ※７日（日）は１３：００～１５：００ 

１月７日（日）「新春もちつきとぜんざいのふるまい」 （雨天時は８日（月・祝）に順延） 中門広場 

餅つきは１０：５０から。１１：００より先着４００名につきたてのお餅を入れたぜんざいのふるまい

（整理券が必要）。整理券は９：００から各門で配布される。 

 

昔ながらの日本らしいお正月を体験できるイベントが盛りだくさん。 

１月８日（月・祝）まで ≪迎春≫ 

神戸市立須磨離宮公園 



 

 

１３ 

１月７日（日） 「なかよし太鼓の演奏」 （雨天時は８日（月・祝）に順延） 中門広場 

神戸なかよし太鼓のメンバーたちが新春太鼓の演奏を披露。 

○開催時間／１０：３０～ 

 

 

１月６日(土) 四季の植物と見どころ散歩 （雨天決行）  植物園 観賞温室横 講習室 集合 

「サザンカとツバキのちがいは？ロウバイの匂いは？」をテーマに、サザンカ、ロウバイなどを

観察。 

○開催時間／１３：３０～１５：００ 

 

申し込み・問い合わせは 須磨離宮公園 ☎０７８‐７３２‐６６８８ 

    

   須磨・平磯海づり公園 http://www.umiduri.com/ 
 

 

☆須磨海づり公園  ◇「須磨浦公園駅」南すぐ ☎０７８‐７３５‐２９０７ 

○基本釣り料（４時間）／大人１，２００円、子供７００円 

○入 園 料／大人２００円、子供１００円（見学の場合） 

○営業時間／７：００～１７：００ 

○休 園 日／火曜日、１月１日（月・祝） ※１月２日（火）は開園 

☆平磯海づり公園  ◇「東垂水駅」南 徒歩約３分 ☎０７８‐７５３‐３９７３ 

○基本釣り料（４時間）／大人１，０００円、子供６００円 

○入 園 料／大人２００円、子供１００円（見学の場合） 

○営業時間／７：００～１７：００ 

○休 園 日／木曜日、１２月２８日（木）～１月３日（水） 

 

１月２日（火）～４日（木） 新春釣り大会  須磨 

１月５日（金）～６日（土） 新春釣り大会  平磯 

基準以上の対象魚を釣ると賞品がもらえる。また、期間中は連日先着１００名に、来園者プレゼント

あり（見学客は対象外）。 

○受付時間／９：００～１６：００ ※詳しくはホームページ参照 

１月７日（日）  お年玉釣り大会  須磨・平磯 

釣れた魚の長寸により順位を決定し、各部門１位になると賞品がもらえる。エントリーされたお子さま

先着３０名にお菓子の詰め合わせをプレゼント。また、１０：３０頃～先着１００名に豚汁のサービスも。 

○開催時間／７：００～１１：００ 

 

 

 



 

 

１４ 

 

◇「人丸前駅」北 徒歩約３分 

http://www.am12.jp/ 

 

 

○入 館 料／シニア（６５歳以上）３５０円、大人７００円 ※高校生以下無料 

１月１日（月・祝）～３日（水）は 

シニア（６５歳以上）２５０円、大人５００円 ※高校生以下無料 

○開館時間／９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

         １月１日（月・祝）～３日（水）は１１：００～１５：００（入館は１４：３０まで） 

○休 館 日／月曜日、第２火曜日（祝休日と重なる場合は開館し、翌日休館）１月４日（木） 

 

～１月１４日（日） 特別展 「２０１８年 全国カレンダー展」 

企業や公共機関が発行する新年カレンダーや、世界のカレンダーを展示。 

１月１日（月・祝）～３日（水） ハッピーニューイヤー・プラネタリウム 

お正月の夜はどんな星空？冬の星や星座をたっぷり紹介。投影時間は約４０分間。当日整理券制。 

○投影時間／①１１：３０ ②１２：４０ ③１３：５０ 

１月５日（金）～３１日（水） プラネタリウム一般投影 「２０１８年の天文現象」 

流星群や惑星の見ごろなど、２０１８年に観測できる天文現象を紹介。 

○投影時間／平日 ①９：５０ ②１１：１０ ③１３：１０ ④１４：３０ ⑤１５：５０ 

※平日の①９：５０は団体予約がある時のみ 

土・日・祝 ①９：５０ ②１３：１０ ③１４：３０ ④１５：５０ 

１月５日（金）～２月２５日（日） キッズプラネタリウム 「ふゆのダイヤモンドをさがそう」 

土・日・祝日と冬休み期間中、第２回目投影時間の１１：１０～。１月６日（土）～８日（月・祝）はシゴセ

ンジャーのキッズプラネタリウムを投影。 

１月６日（土）～８日（月・祝） 軌道星隊シゴセンジャー 冬場所 

キッズプラネタリウムにシゴセンジャーとブラック星博士が登場。当日整理券制。 

○投影時間／１１：１０～ 

期間中、２Ｆ天文ホールにて「ほかほかカイロ工作」も開催。 

○開催時間／１０：２０～１１：００ 

○参 加 費／１００円 

１月２０日（土）～３月２５日（月） 星座展 ～ギリシャ古墳からキトラ古墳まで～ 

 

問い合わせは 明石市立天文科学館 ☎０７８‐９１９‐５０００ 

 

 

 

 

 

明石市立天文科学館 
 



 

 

１５ 

 

  ◇「播磨町駅」北 徒歩約２０分 

http://www.hyogo-kokohaku.jp/ 
 

 

○観 覧 料／一般２００円、大学生１５０円、高校生以下無料 

        ※７０歳以上の方、障がい者手帳提示で本人は半額、介護者１名は無料 

○開館時間／９：００～１７：００（有料ゾーンの入場は９：３０～１６：３０） 

○休 館 日／月曜日（祝休日の場合は翌平日）、１２月１８日（月）～１月１日（月・祝） 

 

１月２日（火） 考古博カルタ大会  

小学生以下が対象のカルタ大会。参加無料。当日１２：３０から受付。 

○開催時間／１３：３０～１４：３０ 

○定 員／３０名 

１月６日（土） -講演会- 兵庫考古学研究最前線２０１７ 「宗像・沖ノ島祭祀とヤマト」 

参加費無料の講演会。当日受付１２：５０開場。講師：石野博信（当館名誉館長） 

○場 所／講堂 

○定 員／１２０名 

１月７日（日） 第２回 冬の寄道コンサート ～ひがはりぶらす～ 

県立東播磨高等学校吹奏楽部のアンサンブルを中心にした音楽と楽しいステージ。参加無料。 

○開演時間／①１３：００ ②１４：３０ 

○定 員／各回１２０名 

 

問い合わせは 兵庫県立考古博物館 ☎０７９‐４３７‐５５８９ 

 

 

◇神鉄「西鈴蘭台駅」～阪急バス１５０系統（約１０分） 

◇神戸高速線「高速長田駅」～神戸市バス１７系統（約４０分） 

http://www.shiawasenomura.org 

 
１月８日（月・祝） 第７回 しあわせ ＮＥＷ ＹＥＡＲ マラソン＆ふれあいラン 

（雨天決行） 運動広場 

マラソンに合わせ、１０：００～１５：００まで新春フェスティバルを開催。よさこい、キッズチアダンス

など楽しいイベントが盛りだくさん。 

○開会式／９：１５（スタートは９：４５） 

１月１３日（土） たこ作り  たんぽぽ２F 多目的ホール 

たこを冬の昔あそびとして手作りする。芝生広場では作ったたこを高々と揚げて楽しめる。 

参加無料。先着２００名限定。 

○開催時間／１０：００～１５：００（受付は１４：３０まで） 

しあわせの村 

兵庫県立考古博物館 
 



 

 

１６ 

１月１４日（日） マンスリーミニコンサート 本館・宿泊館エントランスホール 

１３：３０～１４：１０まで神戸市混声合唱団による定例コンサートを開催。入場無料。 

 

問い合わせは しあわせの村 ☎０７８‐７４３‐８０００ 

 

 
◇「板宿駅」～神戸市営地下鉄「総合運動公園駅」 

http://www.kobe-park.or.jp/sougou/                                       

 

 

 

～１月８日（月・祝） 駅前広場～イルミネーション～点灯  駅前広場 
問：管理センター ☎０７８‐７９５‐５１５１ 

駅前広場に高さ１２ｍもの巨大ワイヤータワーを設置し、ＬＥＤ照明のイルミネーションを点灯。 

○点灯時間／１７：３０～２３：００ 

 

１月８日（月・祝） ユニバーで走り初め （雨天中止） ユニバー記念競技場 

問：管理センター ☎０７８‐７９５‐５１５１ 

一年の健康づくりのスタートとして「走り初め」イベントを開催。ファッションコンテストなども行われ

る。参加無料。事前申し込み不要。 

○受付時間・場所／１３：００～ユニバー記念競技場入り口にて 

○開 催 時 間 ／１３：３０～１６：００ 

１月１３日（土） ユニバーウォーキングクラブ 「歩き初め！高塚山ハイキング」 （荒天中止）  

問：グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター ☎０７８‐７９６‐１１２６ 

インストラクターによる講習会。自然いっぱいの高塚山ハイキングで歩き初め。事前申し込み不

要。定員２５名。 

○受付時間・場所／９：３０ 神戸総合運動公園案内所 

○開 催 時 間／１０：００～１２：００ 

○参 加 費／５００円（運動のできる服装と運動靴で参加） 

 

 

 
◇「手柄駅」西 徒歩約１０分 

http://himeji-machishin.jp/ryokka/greenhouse 

 
 

○入 園 料／大人２００円、６歳～中学生１００円 

○開園時間／９：００～１７：００（入園は１６：３０まで） 

○休 園 日／１月１日（月・祝）、金曜日（休日の時はその前日） 

 

 

神戸総合運動公園 

姫路市立 

手柄山温室植物園 



 

 

１７ 

１月２日（火）・３日（水） 新春プレゼント 

新年の入園者先着各日２００名に、西洋サクラソウ（プリムラ）の花苗をプレゼント。 

１月６日（土）～１４日（日） 新春洋ラン展 

冬咲きのカトレアを中心に、新春にふさわしく豪華絢爛に花を咲かせる洋ラン約１５０種３００点と世

界各国の希少ランを展示。レストハウス「花の家」では販売もあり。 

１月２０日（土）～２月１２日（月・休） エアプランツとその仲間展 

主に樹や岩に着生し、葉などから水分を吸収して育つ植物で、インテリアとしても人気の高いエアプ

ランツと他のパイナップル科植物約５０種１５０点を展示。レストハウス「花の家」では販売もあり。随時、

ワークショップもできる（有料）。 

 

問い合わせは 姫路市立手柄山温室植物園 ☎０７９‐２９６‐４３００ 

 

沿線 あ･ら･かると 

 
１月１日（月・祝） 姫路城 元旦入城料無料   姫路城 

◇「山陽姫路駅」北 徒歩約２０分 

問：姫路城管理事務所 ☎０７９‐２８５‐１１４６ 
当日はかなりの入城待ちの列が発生すると予想されるため、開城時間を８：３０に繰り上げる。 

○開城時間／８：３０～１７：００（入城は１６：００まで） 

         ※通常は９：００～１７：００（入城は１６：００まで） 

 

１月６日（土）～４月８日（日）  

＜企画展＞ 収蔵品 金井寅之助文庫展  江戸文学コレクション   姫路文学館 

◇「山陽姫路駅」～神姫バス「市之橋文学館前」北 徒歩約４分 

◇「山陽姫路駅」～城周辺観光ループバス「清水橋（文学館前）」西 徒歩約３分 

☎０７９‐２９３‐８２２８ http://www.himejibungakukan.jp/ 

姫路文学館が所蔵する貴重な資料群のひとつ「金井寅之助文庫」。数々の資料を集めた金井寅之

助は、井原西鶴の研究において優れた業績を残した近世文学の研究者である。本展は、そのコレク

ションの中でも金井氏が専門とした「近世文学」に焦点をあて、井原西鶴のほか、浅井了意、近松門

左衛門、服部南郭、十返舎一九、曲亭馬琴など江戸時代を代表する作家たちの名著を展示する。 

○開館時間／１０：００～１７：００ （入館は１６：３０まで） 

○休 館 日／月曜日、１月９日（火）、２月１３日（火）、３月２２日（木） 

 ※１月８日（月・祝）２月１２日（月・休）は開館 

○観 覧 料／常設展料金（一般３００円、大学・高校生２００円、中学・小学生１００円） 

 

 

 

 



 

 

１８ 

１月６日（土）～３月４日（日） ＜新春特別展示＞ アートになった猫たち展 

姫路市書写の里・美術工芸館 
◇「山陽姫路駅」～神姫バス「書写山ロープウェイ」北 

☎０７９‐２６７‐０３０１ http://www.city.himeji.lg.jp/kougei/ 

浮世絵から明治・大正・昭和期の絵画、近現代のアートのモチーフになる様々な猫を紹介。江戸時

代の歌川国芳、国貞、広重らの猫を愛でた浮世絵や、渡辺崋山、富岡鉄斎、武久夢二、藤田嗣治、

水野年方の絵画、現代陶芸から招き猫まで、女性と戯れる猫、踊る猫、芸をする猫、化け猫、猫の双

六やおもちゃ絵など約２００点を展示。 

○入 館 料／一般３００円、大学・高校生２００円、中学・小学生５０円 

○開館時間／１０：００～１７：００（入館は１６：３０まで） 

○休 館 日／月曜日、１月９日（火） ※１月８日（月・祝）は開館 

 

１月７日（日） ちびっこ落語家大集合！あかし落語塾発表会 ＜西の部＞  

明石市立西部市民会館 ２Ｆホール 

◇「山陽魚住駅」北 徒歩約８分 

 ☎０７８-９１８-５６７８ http://www.akashi.hall-info.jp/ 

明石市在住の落語家、桂阿か枝先生のもとで小噺や落語を学んだ小学生２０名が稽古の成果を発

表する。 

○開演時間／１３：３０（開場１３：００） 

○入 場 料／無料（自由席） 

 

１月８日（月・祝）～３１日（水） １．１７ 希望の灯り とんぼ玉の制作体験 

KOBE とんぼ玉ミュージアム 

◇阪急・阪神「神戸三宮駅」南西 徒歩約８分 

◇阪神「元町駅」南東 徒歩約８分 

☎０７８‐３９３‐８５００ http://www.lampwork-museum.com 

阪神・淡路大震災から２０１８年で２３年目を迎えるにあたり、KOBE とんぼ玉ミュージアムでは、東遊

園地で震災のシンボルとして灯り続ける「１．１７希望の灯り」の分灯を受け、その灯火を用いてとんぼ

玉の制作体験を行います。制作体験を通して灯火に託された意味を紹介。とんぼ玉制作１個につき

１００円を NPO法人阪神淡路大震災「１．１７希望の灯り」（HANDS）に寄付する。 

○入 館 料／大人４００円、小中学生２００円 

○開館時間／１０:００～１９:００（入館は１８：４５まで） 

○休 館 日／１２月３１日（日）～１月１日（月・祝）・２日（火） 

 

１月１１日（水） 新年初釜  長田神社         ◇神戸高速線「高速長田駅」北 徒歩約５分 

☎０７８‐６９１‐０３３３ http://nagatajinja.jp/ 

９：００～１４：３０頃まで初釜新年茶会が行われる。 

○表流・裏流（二席）／当日券１，４００円（二席分） 

 

 

 



 

 

１９ 

１月１３日（土）～４月２日（月） Art Marble & Paperweight ２０１８ 

KOBE とんぼ玉ミュージアム 

◇阪急・阪神「神戸三宮駅」南西 徒歩約８分 

◇阪神「元町駅」南東 徒歩約８分 

☎０７８‐３９３‐８５００ http://www.lampwork-museum.com 

蒐集品としての評価が高まっているアートマーブル＆ペーパーウェイト。 国内外アーティストそれぞ

れの美意識が体現された、神秘的かつ独創的なガラスの世界が楽しめる。 

○入 館 料／大人４００円、小中学生２００円 

○開館時間／１０:００～１９:００（入館は１８：４５まで） 

○休 館 日／１２月３１日（日）～１月１日（月・祝）・２日（火） 

 

１月１３日（土） 新開地土曜マルシェ 

神戸アートビレッジセンター１Ｆ  ◇神戸高速線「新開地駅」南 徒歩約５分 

新開地商店街            ◇神戸高速線「新開地駅」東③⑧出口すぐ 

問：新開地まちづくりＮＰＯ ☎０７８‐５７６‐１２１８ 

http://shinkaichi.or.jp/marche/ 

採れたて新鮮野菜や無添加の干物など兵庫の自然の恵みをはじめ、ランチやスイーツのお店も出

店。ガーデニングやワークショップ、野外ライブでさらに充実。毎月第２土曜日開催。 

○開催時間／１１：００～１６：００ 

 

１月１３日（土）～２月４日（日）  

＜冬季特別展＞ おかざき世界子ども美術博物館 所蔵 

天才たちの青春－世界の巨匠たちが子どもだったころ－ 

明石市立文化博物館 

 ◇「山陽明石駅」北へ徒歩５分 

☎０７８‐９１８‐５４００ http://www.akashibunpaku.com/  

モネ、ピカソ、ムンク、ロートレック、クレー、岸田劉生、青木繁、平山郁夫・・・世界の名だたる美術家

たちは、いかにして巨匠と呼ばれるようになったのか。本展では、おかざき世界子ども美術博物館の

コレクションより、有名美術家たちが子どものころに制作した作品を紹介。尼崎市出身の白髪一雄や

西脇市出身の横尾忠則など兵庫県ゆかりの作家たちが１０代で描いた作品も出品される。 

○開館時間／９：３０～１８：３０（入館は１８：００まで） 

○休 館 日／会期中無休 

○観 覧 料／大人１０００円、大高生７００円、中学生以下無料 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２０ 

１月１４日（日） 第１４回 とんどやき （荒天中止）  神戸市立森林植物園 スポーツ広場 
◇神戸電鉄「北鈴蘭台駅」より無料送迎バス 

☎０７８‐５９１‐０２５３ http://www.kobe-park.or.jp/shinrin/ 

阪神・淡路大震災および東日本大震災で犠牲になった人々の鎮魂と、来園者の今年１年の安全と

健康を祈念する新年恒例行事。「１．１７希望の灯り」を種火として、真野響子名誉園長によって点火

される。とん汁や弓削牧場の牛乳が振る舞われ、いろいろな出店が並ぶ。当日は入園料・駐車料金

無料。 

○開催時間／１０：３０～１２：３０ 

 

１月１４日（日） １．１７ 震災祈念コンサート ～輝け神戸から～  

神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館） 多目的ホール 
 ◇「西代駅」北 徒歩約１分 

問：神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館） ☎０７８‐６３１‐１７０１ 

http://www.mizuno.co.jp/facility/hyogo/hyogo-buntai/ 

阪神・淡路大震災から２３年。歌を通じて、神戸から東日本大震災や熊本地震などの震災被災地域

に向けて、元気を発信するコンサート。 

○出 演／兵庫県立長田高等学校音楽部、高羽小学校・しあわせを運ぶ合唱団、 

ｈｕｍａｎ ｎｏｔｅ 

○入 場 料／当日券１，０００円、前売券５００円 ※中学生以下無料 

○開演時間／１６：００～（開場１５：３０） 

 

１月１４日（日） 明石浦のとんど  明石浦漁業協同組合前海岸 

◇「山陽明石駅」南西 徒歩約２０分 

問：明石浦漁業協同組合 ☎０７８-９１２-１７７１ 

http://www.akashiura.or.jp 

明石港一帯に古くから伝わる豊漁と海上安全を祈願し、魚を供養する神事。高さ１２ｍもの骨組みに

張り子のタイ・サワラ・ハマチ・ノリ・タコなどを飾り付け、正月飾りなどと一緒に燃やし、その燃え方で

新年の漁業の吉兆を占う。 

 

１月１４日（日） 藤江の的
まと

射
い

  御崎神社                ◇「藤江駅」東 徒歩約１０分 

問：藤江の的射行事保存会 ☎０７８‐９２３‐４６２７ 

明石市指定無形民俗文化財。藤江に悪病が流行した時、悪霊退散の矢を放って鎮めたという伝説

にもとづく神事。大前や弓立衆とよばれる５人の氏子が３０ｍ先の的に２１本の矢を射て、悪霊を払い、

地域住民の安全・健康、豊作、豊漁を祈る。 

 

１月１７日（水） 大震災物故者慰霊法要  大本山須磨寺     ◇「須磨寺駅」北 徒歩約５分 

☎０７８‐７３１‐０４１６ http://www.sumadera.or.jp/ 

５：３０より本堂、１０：００より書院にて阪神・淡路大震災の追悼法要が執り行われる。須磨寺には、震

災で行き場を失ったお地蔵さんが供養されており、供養碑も建てられている。 

 

 

http://www.kobe-park.or.jp/shinrin/contents/honor/


 

 

２１ 

１月２０日（土）・２１日（日） 初大師  大本山須磨寺          ◇「須磨寺駅」北 徒歩約５分 

☎０７８‐７３１‐０４１６ http://www.sumadera.or.jp/ 

新年最初のお大師様の縁日。２０日（土）１４：００～「経文読誦と説教の会」が行われ、２０日（土）１０：

００～、２１日（日）１０：００～と１４：００～護摩祈祷が行われる。境内や参道にたくさんの露店が並び、

多くの参拝者が訪れる。 

 

１月２０日（土） PRIMA STELLA AKASHＩ  

西部市民会館ロビーコンサート５０回目記念公演 ～日本の伝統文化に親しむ年始め～  

明石市立西部市民会館 ２Ｆホール 

◇「山陽魚住駅」北 徒歩約８分 

 ☎０７８-９１８-５６７８ http://www.akashi.hall-info.jp/ 

ロビーコンサート記念公演として、雅楽・仕舞・地唄舞・落語の４つの伝統芸能を楽しめる。落語と司

会進行役は明石市出身・在住の桂阿か枝さん。 

○開演時間／１４：００（開場１３：３０） 

○観 賞 料／一般５００円、高校生以下無料 

 

１月２０日（土） 朝ごぱん市  高砂銀座商店街 （雨天決行）    ◇「高砂駅」南 徒歩約１０分 

問：アガヤ（木村重夫） ☎０７９-４４２-１８１４ 

朝ごはんを食べられる「朝ごぱん食堂」をはじめ、播州の新鮮野菜や旬の果物などが並ぶ市。出店

者がそれぞれ、ふろしき１枚分のスペースに手作りの雑貨やお菓子などを並べるフリーマーケットも

人気。毎月第３土曜日に開催。 

○開催時間／８：００～１１：００ 

 

１月２０日（土）・２１日（日） ひょうごミュージアムフェア  イオンモール姫路リバーシティー 
◇「飾磨駅」南西 徒歩約１０分 

          問：兵庫県立歴史博物館 ☎０７９-２８８-９０１１ 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo 

県内の博物館、美術館、植物園、水族館などが一挙集結。親子向けのものづくりワークショップやポ

スター掲示等を行うイベント。 

○入 場 料／無料 

○開催時間／１０：００～１６：００ 

  

１月２４日（水）・２５日（木） 初天神大祭  綱敷天満宮      ◇「須磨寺駅」南 徒歩約３分 

☎０７８‐７３４‐０６４０ ｈｔｔｐ：//ｔｓｕｎａｓｈｉｋｉｔｅｎｍａｎｇｕ．ｏｒ．ｊｐ/ 

学問の神様を祀る「須磨の天神さま」の新年最初の縁日。初天神の日に参詣すると特にご利益があ

ると言われることから、多くの受験生や父兄が訪れる。参道には多くの露店が並び、境内もライトアッ

プされて賑やかに。 

 

 

 

 

 



 

 

２２ 

１月２５日（木）～２月１２日（月・休） 好古園フォトコンテスト入賞作品展  好古園 
◇「山陽姫路駅」北 徒歩約１５分 

☎０７９‐２８９‐４１２０ http://himeji-machishin.jp/ryokka/kokoen/ 

園内の四季折々の風景を表現した応募作品の中から、入賞作品を潮音斎ロビーに展示。 

○開園時間／９：００～１７：００（入園は１６：３０まで） 

○入 園 料／大人（１８歳以上）３００円、小人（小学生・中学生・高校生）１５０円 

※姫路城との共通入場券／大人（１８歳以上）１，０４０円、 

小人（小学生・中学生・高校生）３６０円 

 

１月２７日（土） 湊川公園 手しごと市 （荒天中止）  湊川公園 区役所前広場 

◇神鉄「湊川駅」すぐ 

問：湊川公園手しごと市実行委員会事務局 ☎０７０‐５３４５‐９４００ 

http://minatogawa-mart.net/ 

デザイン・制作した作品を作家自ら出展する「クラフト＆アート」ブースや、素材にこだわった「から

だにやさしいフード」ブースなど約１５０ブースが並ぶ、神戸でいちばん賑やかな手づくり市。 

毎月第４土曜日開催。 

○開催時間／１１：００～１６：００ 

 

１月２７日（土）～３月２５日（日） ＜特別企画展＞ ふろくの楽しみ  

－明治～平成の子ども雑誌から－ 

兵庫県立歴史博物館 
◇「山陽姫路駅」～神姫バス「姫山公園北・博物館前」 

問：兵庫県立歴史博物館 ☎０７９-２８８-９０１１  

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo 

８大ふろく、１０大ふろく・・・ふろくがつかない雑誌なんて考えられない！ 

こどもも大人も大好きな日本のこども向け雑誌のふろくに注目し、その世界に迫る。大人向けのふろ

くもご紹介。 

○観 覧 料／大人５００円、大学生３５０円 ※高校生以下無料 

○開館時間／１０：００～１７：００（入館は１６：３０まで）  

○休 館 日／月曜日  

 

１月２８日（日） 初天神祭  曽根天満宮                 ◇「山陽曽根駅」北 徒歩約３分 

☎０７９‐４４７‐０６４５ http://www.tenmangu.net 

古くなった筆や絵馬を供養して学業向上を祈願する「筆塚祭」をはじめ、献書会、餅つき大会、綱引

き大会などが行われる。招福餅と天満宮で収穫された梅干しが参拝者に振る舞われる。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２３ 

１月２８日（日） 歴はく倶楽部 凧をつくってあそぼう  兵庫県立歴史博物館 

◇「山陽姫路駅」～神姫バス「姫山公園北・博物館前」 

問：兵庫県立歴史博物館 友の会事務局 ☎０７９‐２８８‐９０１１ 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo 

事前申し込み不要。小学４年生以下は保護者の同伴が必要。当日は１１：３０～紙芝居も。 

○開催時間／①１０：００～１１：３０ ②１３：００～１４：３０  

○定 員／各回２５名 ※先着順 

○参 加 費／１回１００円 

 

１月２８日（日） 第１８０回 亀山御坊楽市楽座 （雨天中止）  亀山御坊本徳寺 

◇「亀山駅」東すぐ 

問：亀山御坊楽市楽座実行委員会 ☎０７９‐２２４‐８８０３ 

とれとれ野菜（無農薬野菜ほか）、魚、果物、菓子、乾物、塩干ほか特産品や地場産業、ご当地グル

メ、骨董市などのお店やフリーマーケットが並ぶ。毎月第４日曜日、８：００～１３：００頃まで。 

 

 

開 催 中 ＊１月１日（月・祝）時点で開催中のイベント 

 
～１月８日（月・祝） 企画展「とんぼ玉展覧２０１７」  ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム 

◇阪急・阪神「神戸三宮駅」南西 徒歩約８分 

◇阪神「元町駅」南東 徒歩約８分 

☎０７８‐３９３‐８５００ http://www.lampwork-museum.com 

注目のとんぼ玉作家を紹介する、毎年恒例の展覧会。 

○入 館 料／大人４００円、小中学生２００円 

○開館時間／１０:００～１９:００（入館は１８：４５まで） 

○休 館 日／１２月３１日（日）～１月１日（月・祝）・２日（火） 

 

～１月１６日（火） HIMEJI Wintopia MIYUKI   姫路みゆき通り商店街 

 ◇「山陽姫路駅」北東 徒歩約５分 

問：姫路御幸通商店街振興組合 ☎０７９‐２８４‐０８２２ 

今年で１７回目を迎える通称「ヒメナリエ」。光のアーチ１９基にそれぞれ１，０００個の電球が輝き、光

のトンネルとなって、姫路城へと続く「みゆき通り」を華やかな光で彩る。 

○点灯時間／～２０１８年１月１６日（火）１５：００～２０：００ 

         ※イベント開催時や年末年始は変更の場合あり 

 

 

 

 

 



 

 

２４ 

～２月１２日（月・休） 神戸須磨アクアイルミナージュ   須磨海浜水族園 

◇「月見山駅」南 徒歩約１０分 

☎０７８‐７３１‐７３０１ http://www.sumasui.jp/ 

イルミネーションで彩られ、光と調和した夜の幻想的な水族館を体験できる。プロジェクションマッピ

ングとイルカライブ（ショー）が融合した「イルカナイトライブ」のほか、「光の切り絵 ファンタジックアク

アリアム」を開催。 

○開園時間／９：００～２１：００(最終入園は２０：３０) 

         イルミネーション点灯時間は１７：００～２１：００(最終入園は２０：３０) 

○休 園 日／水曜日 ※１月３日（水）は開園 

○入 園 料／大人（１８歳以上）１，３００円、中人（１５歳～１７歳）８００円、 

小人（小・中学生）５００円、幼児無料 


