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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 
  

※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。 

 

20２３年４月２７日制作 
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ハイキング 
 
 

にっしん・さんよう平日ウォーク 

５月１０日(水) [雨天決行・荒天中止]   

黒田官兵衛ゆかりの地を巡るウォーク 

家族向け 約８．５km   

スタート ９:３０～１０:３０出発  

松原八幡神社（「白浜の宮駅」から南へ約４００ｍ）  

ゴール 灘菊酒造（「手柄駅」まで北へ約４００ｍ） 

見どころ 黒田職隆(もとたか)公廟所、母里(もり)太兵衛生誕之地、早川神社  

 

山陽ハイキング 

垂水多聞寺のカキツバタを訪ねるハイキング 

共同開催 山陽・神戸市交・神鉄・JR コラボハイク 

５月１４日(日) [雨天決行・荒天中止] 

※共同開催のコラボハイキングは雨天中止です。山陽ハイキングは独自開催する場合があります。   

家族向け 約８．５km   

スタート ９:３０～１０:３０出発 

苔谷公園（「舞子公園駅」から北へ約３００ｍ） 

ゴール 神戸市営地下鉄「学園都市駅」前 

見どころ 大歳山遺跡、多聞寺（カキツバタ）、多聞六神社 

 

さんよう土曜ハイク  

５月２７日(土) [雨天決行・荒天中止]  

垂水駅長おすすめ！ 

明石海峡一望ハイク 

家族向け 約８．０km 

スタート ９：３０～１０:３０出発 

平磯芝生広場（「東垂水駅」から南へ約１００ｍ） 

ゴール 大蔵海岸公園（「大蔵谷駅」まで北へ約４００ｍ） 

見どころ アジュール舞子、明石海峡大橋、舞子六神社 

 

〇ご参加にあたってのお願い 

・ハイキング当日に体調不良、発熱のある場合は参加をご遠慮ください 

・状況により急きょ中止やコースの変更または運営ルールの変更等が生じる場合があります。 

 



 ３ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

山陽百貨店 ◇「山陽姫路駅」すぐ 

                                               

本館６階催し会場 
５月３日（水・祝）～８日（月） 

初夏の謝恩特別販売会     

    

５月１０日（水）～２２日（月） 

北海道大物産展     

    

５月２４日（水）～２９日（月） 

山陽の美展    

    

５月３１日（水）～６月５日（月） 

山陽の黄金展 

     

5F 美術画廊          

５月３日（水・祝）～９日（火） 

中吉照雄 油絵展     

    

５月１０日（水）～１６日（火） 

端渓硯 工芸展    

    

５月１７日（水）～２３日（火） 

田中善明 絵画展   

   

    

山陽ハイキング、土曜ハイク、平日ウォークの問い合わせは 

●山陽電車 鉄道営業部 営業課 ☎０７８-９４０-５１３２ 

（８：３０～１７：３０ 土・日・祝は除く） 

※当日荒天等の中止問い合わせは午前７時以降に 

       営業課☎０７８-９４０-５１３２へ(自動音声にてご案内します) 

●山陽電車ご案内センター(明石) ☎０７８-９１３-２８８０（８：３０～２０：００ 年中無休） 
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５月２４日(水）～３０日（火） 

備前細工物の今    

    

５月３１日（水）～６月６日（火） 

当麻嘉英 陶芸展         

      ※催し変更の場合がございます 

 

         問い合わせ／山陽百貨店 ☎０７９‐２２３‐１２３１ 

 

「山陽百貨店お買い物きっぷ」の発売エリアを拡大して発売中 

購入駅～山陽姫路駅の「往復乗車券」と「山陽百貨店のお買い物券引換券(３，０００円分)」

をセットにしたお得なきっぷです。発売エリアを拡大し、明石・東播エリアからのお買い物が

便利でお得になりました。 

○発売期間／～８月３０日(水) 

●山陽明石～西二見版 ３，５００円(今回新設) 

●播磨町～山陽曽根版 ３，２５０円(播磨町駅・別府駅を新たに追加) 

●大塩～手柄・西飾磨～山陽網干版 ３，０５０円 

※山陽姫路駅での発売はなし  

※お買い物券は山陽百貨店の一部の店舗で使用不可 

※往復乗車券、お買い物券引換券とも購入当日のみ有効 

 

■問い合わせ／山陽電車ご案内センター(明石) ０７８-９１３-２８８０ 

（８：３０～２０：００ 年中無休） 

鉄道営業部 ０７８-９４０-５１３２ 

 (８：３０～１７：３０ 土・日・祝は除く） 

  

 

須磨浦山上遊園 

 

 

◇「須磨浦公園駅」～ロープウェイ～カーレーター～観光リフト 

☎０７８-７３１-２５２０ 

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

○料 金／ロープウェイ（往復）：大人（中学生以上）９２０円、 

小人(小学生)４６０円、カーレーター（往復）：３５０円 

お得なセット券もあります 

○営業時間／１０：００～１７：００ (季節により変動あり) 

          ５月の土・日・祝および５月１日(月)・２日(火)は１８：００まで営業 

○休 園 日／火曜 (ただし、５月２日(火)は開園) 
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花だより   ツツジ （見頃/４月下旬～５月上旬）・ハマナス （見頃/５月中旬～６月下旬） 

約５００本のツツジが見事に咲き誇った園内には、芭蕉や蕪村の句碑や歌碑が数多く点在。

新緑の色が増すこの時季の散策は格別。 

 
５月３日(水・祝)～７日(日)お山の上のえんにち 

子どもの日に合わせて、えんにちを開催。射的、スーパーボールすくい、 

千本つり(各２００円)など、自然豊かな山の上で、いろいろなゲームを楽しもう。 

○開催時間／11:００～１６：００ 

○場 所／ 回転展望閣１階 

 

 

 

 山陽沿線の潮干狩り場   

 

 

■２０２３須磨海岸潮干狩り／４月２２日（土）～６月４日（日） 

◇「山陽須磨駅」南 徒歩約３分 

問：すまうら水産潮干狩り場専用ダイヤル  

☎０７０‐３１１４‐１０３０ (１０：００～１７：００) 

https://www.sumaurasuisan.jp/shiohigari/#about 

須磨海岸が遠浅化されて以降、期間限定で潮干狩り場をオープンしている。潮干狩り場に

は海のプロである、すまうら水産の漁師さんもいるので、普段はなかなか聞けない海のこと

を教えてもらうこともできる。宝探しやビンゴ大会などのイベントも開催。 

○潮干狩／大人(中学生以上)１，８００円、小人（３歳～小学生）８００円 

       利用料金には施設利用料とお持ち帰り(大人:アサリ７００ｇ、 

小人アサリ３００ｇ)が含まれる。１組につき、パラソル１本利用可能。 

○休園日／５月９日(火)～１１日(木) 

○営 業 時 間／１０：００～１７：００(最終受付１５：３０) 

 

 

■新舞子潮干狩場／４月１５日（土）～６月２５日（日） 

◇「山陽網干駅」～タクシー約１０分 

問：御津町新舞子観光協同組合 ☎０７９‐３２２‐０４２４ 

http://www.sinmaiko.jp 

梅の名所「綾部山梅林」の麓に広がる美しい干潟の景勝地。干潮時には沖３００ｍの広大

な干潟が現れる、近畿随一の遠浅の海岸で潮干狩りが楽しめる。期間中は宝探しゲームを

開催。休憩所、宿泊施設もあり。 
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○潮干狩のみ／大人１，５００円、小学生９００円、幼児（３歳以上）４００円 

○潮干狩・休憩所セット料金／大人１，７００円、小学生１，１００円、 

幼児（３歳以上）５００円 

○休園日／火曜(ゴールデンウィークは無休) 

○その他／熊手・鋤連レンタル（１００～５００円）、 

浜辺用車椅子の貸出あり（要介護者） 

 

 

■的形潮干狩場／４月１日（土）～６月３０日（金） 
◇「的形駅」南 徒歩約１５分 

◇９：００～１７：００「大塩駅」より送迎バス運行 

（約５分・フリーダイヤルにて予約） 

問：的形海水浴・潮干狩観光協業組合 

フリーダイヤル ☎０１２０‐５５９‐９３９ 

http://matogata.com  

近くには景勝地「小赤壁」、子授けの「八家地蔵」があり、約１５０種類もの海岸植物が 

群生している。関西屈指の大休憩所もあり。 

○潮干狩・休憩所セット料金／大人（中学生以上）１，４００円、 

小人（４歳以上）８００円  

○営 業 時 間／９：００～１７：００  

○休 憩 所／冷水シャワー無料・温水シャワー有料 

○そ の 他／貸道具（１００円） 

 

♬宝さがし♬ ５色に塗りわけられた貝を見つけると景品をプレゼント 

５月１４日（日）・２１日(日)・２８日（日）、６月４日(日)・１１日（日）・１８日(日) 
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平磯海づり公園  

                ◇「東垂水駅」南 徒歩約３分 https://kobeumiduri.jp/ 

 

 

☆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、小人６００円 

○入園料（見学の場合）／大人２００円、小人１００円 

○営業時間／５月 ６:００～１８：００(土・日・祝は１９:００まで) 

○休 園 日／木曜(祝日は開園)  

 

☆須磨海づり公園(休園中)  ◇「須磨浦公園駅」南すぐ ☎０７８‐７３５‐２９０７ 

 

 

５月１２日(金)～１７日（水） シルバー釣り感謝週間    

６５歳以上は基本釣り料が半額になる。 

※割増釣り料、駐車料金は対象外。他の割引券との併用不可、証明書の提示が必要 

 

 

５月１４日（日）・２８日(日) 子ども釣り大会   

当日、釣りをする６～１５歳の方が対象。魚種を問わず１尾の長寸を競う(ボラ、タチウオ、 

アナゴ、タコ、イカ、アイゴ、ゴンズイ、フグ、ハオコゼ、オニオコゼ、ダツを除く)。 

参加されたお子様には９月末まで使える再来園券(４時間分)をプレゼント。 

○開催時間／６：００～１８：００ 

○受付時間／９：００～１８：００ 

 

５月２１日（日） 小中学生無料開放   

小中学生の釣り料・割増料が無料。（付き添いの大人、駐車料金は対象外） 

 

問い合わせは 平磯海づり公園 ☎０７８‐７５３‐３９７３ 
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◇「人丸前駅」北 徒歩約３分 

ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ａｍ１２．ｊｐ/ 

 

 

○入 館 料／大人７００円、シニア（６５歳以上）３５０円、高校生以下無料 

○開館時間／９：３０～１７：００（入館は１６：３０まで） 

○休 館 日／月曜、第２火曜（祝休日と重なる場合は開館し、翌日休館） 

★プラネタリウム 

(一般投影) 

５月１日（月）～３１日（水） プラネタリウム一般投影 「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」 

２０２１年１２月２５日に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、１９９０年に打ち

上げられたハッブル宇宙望遠鏡の後継機として開発された。地球から遠く離れた場所で 

赤外線を使って観測を行い、これまで見ることができなかった宇宙の姿をとらえている。 

このジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の活躍を紹介する。 

 

(キッズプラネタリウム) 

～５月２８日（日） キッズプラネタリウム「みなみのくにのほしぞらめぐり」 

幼児や小学校低学年を対象とした、こども向けプラネタリウム。明石を飛び出し、南半球で

見られる星座を探しに行こう!   

※５月１３日（土）・１４日（日）の１１:１０～は、「軌道星隊シゴセンジャー」のキッズプログラム

を投影(事前申込制) 

 

５月２７日（土） こども天文教室 「月のみちかけ」 

最近の天文の話題やいろいろなテーマについて、天文科学館の学芸員が、小学４年生 

以上を対象に、わかりやすく解説。天文について深く、楽しく学べます。年齢に関係なく 

参加できます。 

○開催時間／９：５０～ ※事前申込は不要 

★展示 

～６月４日（日） 特別展「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がとらえた驚異の宇宙」 

２０２１年に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がとらえた宇宙の姿を、 

美しい天体写真で紹介。 

 

問い合わせ／明石市立天文科学館 ☎０７８‐９１９‐５０００ 

 

 

 

 

明石市立天文科学館 
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◇「板宿駅」～神戸市営地下鉄「総合運動公園駅」 

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

 

 

～５月７日（日） 須磨区内小学校絵画展 

問：神戸総合運動公園 管理センター☎０７８‐７９５-５１５１  

須磨区内の小学校児童が授業で制作した絵画作品を展示。子どもたちのみずみずしい感

性による絵画が鑑賞できる。観覧無料。 

○開催時間／９：００～１７：００  

○開催場所／グリーンアリーナ神戸コスモスギャラリー 

 

５月１３日（土） ユニバーウォーキングクラブ「太山寺まで歩こう」 (雨天中止) 

問：グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター ☎０７８‐７９６‐１１２６ 

正しい歩き方を身につけた後、太山寺まで歩きましょう。約３㎞のウォーキングにチャレンジ! 

※解散場所は太山寺を予定しています。 

○開 催 時 間／１０：００～１２：００(受付 案内所前 ９：３０～)  

※荒天時中止の場合あり 

○参 加 費／５００円（中学生以下２５０円） 

○対象・定員／小学生以上ならどなたでも。 

※親子で参加歓迎。小学生以下も OK。 

            定員３０名 

○申 込 方 法／開催１ヶ月前からＨＰで受付 (http://www.katc98.com/)、 

開催３日前からは電話で申し込み 

※親子で参加の場合は、それぞれの料金がかかる 

※運動のできる服装と運動靴で参加 

※荷物は、両手が空くようにリュック、ウエストポーチ等が望ましい 

 

５月２０日（土） いろどりヨガ～心と体をゆるめよう～ (雨天中止) 

問：グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター ☎０７８‐７９６‐１１２６ 

『ヨガでいろどりある生活』をテーマに、神戸総合運動公園の自然豊かな環境の中で、 

五感を感じながら気持ちよく行うヨガ。５月のテーマは自律神経を整えストレス解消に効果

的な呼吸法やポーズを取りれ動いていきます。最後はシャバアーサナを行い、瞑想時間を

たっぷりととり、体と心をほぐしていきましょう。 

○開 催 時 間／９：４５～１０：４５（受付９：１５～９:２５） 

○参 加 費／１，０００円(１回) 

○対象・定員／１８歳以上の男女 先着２０名 

○場 所／自然のくに芝生園地ほか 

○申 込 方 法／開催１ヶ月前からＨＰ(http://www.katc98.com/)、 

開催３日前からは電話で申し込み 

神戸総合運動公園 



 １０ 

 

５月２８日（日） ユニバーウォーキングクラブ「ノルディックウォーキング」 （雨天中止） 

問：グリーンアリーナ神戸トレーニングセンター ☎０７８‐７９６‐１１２６ 

「ノルディックウォーキング」は北欧生まれ、２本の専用ポールを使ったフィールドエクササイ

ズ。ポールを使うことで腰や膝への負担を軽減し、普通のウォーキングに比べて上半身を

使うことで、より全身運動になり運動強度が高まる。ポールの無料レンタルもあり。 

○開 催 時 間／１０：００～１２：００(受付９：３０～) 

○参 加 費／５００円（中学生以下２５０円） 

○対象・定員／身長１４０㎝以上の小学生以上。  

※親子での参加歓迎。小学生以下も OK。 

定員３０名 

○申 込 方 法／開催１ヶ月前からＨＰで受付 (http://www.katc98.com/)、 

開催３日前からは電話で申し込み 

※親子で参加の場合は、それぞれの料金がかかる 

※運動のできる服装と運動靴で参加 

※荷物は、両手が空くようにリュック、ウエストポーチ等が望ましい 

 

 

 

姫路市手柄山中央公園 ◇「手柄駅」西 徒歩約１５分 
 

 

５月３日（水・祝）～５日（金・祝） セッコク花の展示会  手柄山交流ステーション ３Ｆ 

可憐な花を咲かせたセッコク約３００点を展示。入場無料。共催：日本石斛保存会。 

５月４日(木・祝)１０：００～１２：００は、講習会「セッコクの楽しみ方」を開催。 

○開催時間／９：３０～１６:３０ 

 

問い合わせ／姫路市手柄山中央公園 緑の相談所  

 

 

 

 

 

 

～５月７日（日） スタンプラリー  手柄山中央公園 

手柄山温室植物園、水族館、緑の相談所、平和資料館、手柄山交流ステーションをめぐる

スタンプラリー。スタンプ４個、５個集めると景品あり。土・日・祝は、山上広場にて飲食物を

販売。 

 

～５月７日（日）  ２０２３手柄山スプリングフェスティバル 
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５月５日（金・祝）～７日(日) 手柄山ステージ  山上広場 

カントリーダンス、音楽演奏などが披露される、アマチュアステージイベント。 

○開催時間／１０：００～１６：００頃 

 

問い合わせ／姫路市手柄山中央公園 緑の相談所 ☎０７９‐２９８‐５５７１ 

☎０７９‐２９９－２５００(手柄山スプリングフェスティバル) 

 

 

 

 

 

 

◇「手柄駅」西 徒歩約１０分 

https://himeji-machishin.jp/midori/greenhouse/ 

 

○入 園 料／大人２１０円、６歳～中学生１００円 

         「こどもの日」の５月５日(金・祝)は中学生以下無料 

○開園時間／９：００～１７：００（入園～１６：３０） 

○休 園 日／金曜（休日の時はその前日） ※ただし、ゴールデンウィーク中は 

５月２日(火)休園、５月５日(金・祝)開園 

～５月７日（日） サボテンと多肉植物展   

約５０種１５０点展示。協力の姫路サボテンクラブ会員によるイベントや説明会を開催。 

４月２９日(土・祝)～５月１日(月) 展示作品の人気投票、５月３日(水・祝) 結果発表。 

５月３日(水・祝)１１：００～「接ぎ木の説明会」、７日(日) １１：００～「植替えの説明会」を実施。 

園内レストハウス「花の家」ではサボテンと多肉植物を販売。期間中は、「手柄山スプリング

フェスティバル」を開催。 

 

～５月１４日（日）  

     第１６回植物作品展・子どもとお散歩中に出会った植物展  

子どもとお散歩中に見つけた植物を撮影した作品、約３０点を展示。 

 

５月１０日(水)・１３日(土) アロマイベント 

毎月、アロマを使った「ハンドトリートメント」や「小物作り」を開催。 

○開催時間／１０:３０～１５：３０  

○参 加 費／４００円 

○参加方法／予約不要。時間内随時受付 

 

５月１３日(土)・１４日（日） 盆栽展 

長い年月をかけ仕立てた盆栽１０席を展示。普段の植物園では味わえない、日本の伝統

文化が楽しめる。協力：日本盆栽協会西播支部 

姫路市立 

手柄山温室植物園 
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５月２０日(土)～６月１１日（日） 播磨の絶滅危惧種展 

播磨地域の絶滅危惧種を中心に１００点を展示。期間中の日曜１１:００から展示説明会を 

開催。 

 

問い合わせは 姫路市立手柄山温室植物園 ☎０７９‐２９６‐４３００ 

 

 

 

 
◇神戸電鉄「藍那駅」西 徒歩約２０分 

https://kobe-kaikyopark.jp/ 
 

○入 園 料／大人(１５歳以上)４５０円、シルバー（６５歳以上）２１０円、 

小人(中学生以下)無料 ※５月４日(木・祝)は入園無料 

○開園時間／９：３０～１７：００(入園は～１６:００) 

○休 園 日／年末年始および２月の平日 

 

あいな里山フェスタ２０２３ 

GW の里山を楽しもう 

５月３日（水・祝）～７日(日) 

ローラースライダー・松ぼっくり釣り・クイズラリー、 

つくし＆よもぎ摘みほうだいなどは期間中毎日開催 

 

５月３日(水・祝)・６日(土)・１４日(日) 

里山を歩こう！ ～里山フレンズと公園のみどころ散策～ 

園内ボランティアのガイドで園内を散策しよう！ 

○開催時間／１０:００～１２：００ ※雨天中止 

○場 所／長屋門前 集合 

○参 加 費／無料 

○対   象／どなたでも 

○参加方法／当日随時受付 

 

５月４日(木・祝) 里山どうぶつえん 

動物たちとやさしくふれあおう。 

○開催時間／１０:００～１２：００、１３:００～１５：００ 

         ※途中動物たちの休憩時間あり。 

※雨天中止。動物の足が濡れるのを防ぐため、前日が雨の場合、 

中止の可能性あり。 

○場 所／切り通し広場 

○参 加 費／無料 

○参加方法／時間内随時先着順 

国営明⽯海峡公園 神⼾地区 あいな里山公園 



 １３ 

 

５月５日(金・祝) 里山ミニ SL＆トレインにのろう！ 

ミニ SL＆トレインに乗って、風かおる春を楽しもう。 

○開催時間／①１０:３０～１２：００ ②１３:００～１４：３０ ※雨天中止 

         ※各回１５０人 

○場 所／農村舞台前広場 

○参 加 費／１００円/回 

○参加方法／各回３０分前から時間内随時(整理券発行) 

 

５月６日(土) 田んぼ de ガサガサ  

水路にアミを入れて、オタマジャクシなど生きものを捕まえてみよう。 

持ち物・服装:たも網、ケース、長靴、着がえ。 

○開催時間／１０:００～１４:３０(１２:００～１３:００はお昼休み) 

                 ※雨天中止 

○場 所／白拍子デッキ前 

○参 加 費／無料 

○対   象／小学生以下は保護者同伴 

○参加方法／時間内随時 

 

問い合わせは あいな里山公園 ☎０７８-５９１－８０００ 

 

 

 
◇「西代駅」南 徒歩約４分 

https://twitter.com/kobelibrary 

 
５月５日（金・祝） 工作会「じぶんのしおりをつくろう」 

画用紙に絵を描いてオリジナルのしおりをつくる。 

小学生対象。 

〇開催時間／１０:３０～１１:３０  

           ※４月８日（土）より受け付け。先着４名 

 

５月６日（土）・２０日（土） 「おはなし会」 

本を見ずに物語を語るストーリーテリングが楽しめる。絵本の読み聞かせもあり。 

お子様対象だが、保護者の方も大歓迎。 

〇開催時間／(４歳から対象)１４:００～１４:３０  

(小学生から対象)１４：３０～１５:００ 

           ※いずれも事前申し込み不要、各時間定員２０名 

 

 

神戸市立新長田図書館 
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５月１３日（土）・２７日（土） 「えほんの会」 

季節や年中行事に合わせた絵本の読み聞かせを実施。おおむね４歳から小学生を対象に

した絵本を選んでおり、絵本の楽しさが感じられる。 

〇開催時間／１４:００～１４:３０ ※事前申し込み不要、定員２０名 

 

５月１７日（水） 「おひざのうえのおはなし会」 

おおむね０歳～３歳の幼児とその保護者を対象に、読み聞かせボランティアによる絵本の

読み聞かせを実施。赤ちゃん絵本の紹介もあり。 

〇開催時間／１０:３０～１１:００ ※事前申し込み不要、定員２０名 

 

５月２７日（土） 「春のおはなし会」 

朗読ボランティアによる小学生から大人まで楽しめる朗読会。自身で黙読する読書とは一

味違った味わいや楽しさが感じられる。この機会に朗読を楽しんで下さい。 

〇開催時間／１１:００～１１:３０ ※事前申し込み不要、定員２０名 

 

 

問い合わせは 新長田図書館 ☎０７８－６９１－１６００ 
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沿線 あ･ら･かると 
 

 

５月１３日（土）・１４日（日） 第２１回 神戸新開地音楽祭 （雨天決行） 

湊川公園・新開地商店街一帯 

 ◇神戸高速線「新開地駅」／神鉄「湊川駅」すぐ 

新開地まちづくりＮＰＯ ☎０７８‐５７６‐１２１８ https://ongakusai.shinkaichi.or.jp/ 

街中に音楽があふれ、演奏者と観客が一体になって楽しめる野外音楽祭。２日間で約２５０

組のミュージシャンが出演予定。湊川公園のメインステージをはじめ、新開地商店街や地

下のメトロこうべなど、街全体がステージになり、音楽が奏でられる。観覧無料。 

両日とも「新開地音楽祭 新開地マルシェ」、「新開地屋台村」、「カーデンショップ」など、 

多彩な催しが開かれる。 

 

 

５月１３日(土)・６月１０日(土) 抹茶処 青松庵 

  舞子公園 旧木下家住宅 
◇「舞子公園駅」南 徒歩約５分 

問： ☎０７８-７８７-２０５０ 

(１０:００～１６:３０ 休館日を除く) 

旧木下家住宅では、毎月第２土曜日にお茶会を開催。薄茶と季節の和菓子で心やすらぐ

ひとときを過ごせる。どなたでもお気軽にご参加を。※書院での呈茶となります。 

○参 加 費／１，０００円 

○時 間／①１０:００ ②１０:４０ ③１１:２０ ④１２:００ ⑤１２:４０ ⑥１３:２０ 

 ⑦１４:００ 

○定 員／各部６名(事前予約制) 

○申込方法／電話で申し込み(☎０７８-７８７-２０５０)。 

予約開始:５月分の受付(４月１１日(火)～、６月分(５月１６日(火)～ 

いずれも１０:００より。 

※１組につき２名までとさせていただきます 
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５月２８日(日) 湊川公園 手しごと市   

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  

info@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

たフードブースなどが並ぶ、にぎやかな手づくり市。 

○開催時間／１１：００～１６：００ ※荒天中止 

 

５月２８日（日）  第５０回 神戸まつり  

フラワーロード、旧居留地周辺、ハーバーランドほか 

◇阪神「神戸三宮駅」ほか 

https://kobe-matsuri.com/ 

新型コロナウイルス感染症の影響で３年連続延期となっていた「第５０回神戸まつり」が４年

ぶりに開催。フラワーロードでのパレードをはじめ、ステージでのパフォーマンスのほか、第

５０回を記念して、スポーツ体験イベントや移動動物園、キッズパークなどの催しも開催され、

飲食屋台の出展ブースなどで賑わう。２７日(土)は須磨区「須磨音楽の森」など市内各区で

「各区のまつり」を開催(北区は２０日(土)に開催)。 

 

 

開 催 中 ※５月１日（月）時点で開催中のもの 

 
 

～５月７日（日）  富岡鉄斎展    
辰馬考古資料館     

◇阪神「香露園駅」北 徒歩約２分 

☎０７９８‐３４‐０１３０ 

富岡鉄斎（１８３６～１９２４）は、明治・大正を通じて大きく変革する日本画壇において、独自

の画風を展開した文人画家。その画歴はおよそ７０年にわたり、一万点に上るといわれる作

品は実に多彩で、文人画の枠をはるかに越えている。辰馬考古資料館の鉄斎作品は、 

辰馬家の初代悦叟と鉄斎との交遊に基づくもので、１９８０年に辰馬家より一括寄贈を受け、

以来毎年春に展観を開催している。今回は、８３歳にしてなおみずみずしい色彩感覚を 

失わない鉄斎が描いた代表作「群僊高会図」など、鮮麗な作品３３点を展示。 

○入 館 料／一般２００円、敬老・大学生１００円、高校生以下無料 

○開館時間／１０：００～１６：３０（入館～１６：００） 

        ※後期～５月７日(日) 

○休 館 日／月曜 

 



 １７ 

～５月７日(日) つつじ遊山               

                                                         相楽園 

◇神戸市営地下鉄「県庁前駅」北 徒歩約５分 

☎０７８-３５１-５１５５ http://www.sorakuen.com 

つつじの名所として知られる都市公園・日本庭園。園内に色とりどりのつつじが咲き誇り、 

ドウダンツツジ・キリシマツツジ・ヒラドツツジ、５月下旬からはサツキツツジが見られる。 

期間中は重要文化財「旧ハッサム住宅」の内部を公開(９:００～１６:３０)。 

また、４月２９日(土・祝)・３０日(日)は「船屋形」を公開(１０:００～１５:００)。 

旧ハッサム住宅前では、４月２９日(土・祝) 「ジャズコンサート」(１３:３０～１５:００)、 

５月５日(金・祝)「懐かしの名曲カバーライブ」(１４:００～１５:００)を開催。  

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

○開園時間／９：００～１７：００(１６:３０最終入園) 

○休 園 日／木曜 （祝日の場合は開園、翌日休園）  

           ※つつじ遊山 開催期間中は無休 

 

～５月７日（日） 端午の節供 

                 舞子公園  

旧木下家住宅 
◇「舞子公園駅」南 徒歩約５分 

問： ☎０７８-７８７-２０５０ 

(１０:００～１６:３０ 休館日を除く) 

旧木下家住宅は、昭和１６年に建てられた数寄屋造近代和風住宅で、国の登録有形文化財。所

有していた木下家から兵庫県が寄贈を受け、一般に公開している。この度は、木下家が所有して

いた兜飾りと三幅対の掛け軸を座敷の床の間に展示する。 

○観 覧 料／大人１００円、７０歳以上５０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 ※ただし、祝日の場合は開館し、火曜が休館 

 

 

～５月１４日（日） 春季特別展「写真家が捉えた 昭和のこども」  

明石市立文化博物館 
◇「山陽明石駅」北 徒歩約５分 

☎０７８－９１８－５４００ 

戦争と戦後復興期、高度経済成長期、戦争によって親を失ったり、働き手として家計を支

えたりと社会問題に直面したこどもたちがいた。また、街中の路上に目を移せば、元気よく

遊ぶこどもたちの姿も。本展では木村伊兵衛、入江泰𠮷、熊谷元一、土門拳、植田正治な

ど日本の写真史に名を残す写真家が、触れ合いながらレンズごしに捉えたこどもたちの姿

を紹介し、昭和の歩みをたどる。 

○観 覧 料／大人８００円、高校・大学生６００円、 

中学生以下無料、６５歳以上は大人料金の半額 

○開館時間／９:３０～１８:３０（入館～１８:００） 



 １８ 

○休 館 日／会期中無休 

～５月２３日(火)  松島巌のコアガラス－古代からのバトン－  
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  

https://www.lampwork-museum.com 

コアガラスとは紀元前１６世紀末にメソポタミアで出現したガラス製品の最初の技法で、 

吹きガラスの発明・普及により姿を消した。 その技法を遺された作品や破片から読み解き、

試行錯誤を重ね、現代に甦らせた松島巌氏。 新たな作品の収蔵を記念し、企画展を開催。 

古代ガラスに想を得つつも独創的な進化を続ける松島巌のコアガラスが楽しめる。 

○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／年末年始 

 

 

～５月２８日(日) 土・日・祝日限定  巽櫓 春の特別公開 

   
明石公園  

◇「山陽明石駅」北 徒歩約５分 
問：兵庫県園芸・公園協会  ☎０７８‐９１２‐７６００ 

明石城には、築城当時の４００年前から現存する巽櫓（たつみやぐら）と坤櫓(ひつじさるや

ぐら)がある。全国に１２基のみ現存する三層櫓のうちの２基で、この春には巽櫓の内部を特

別公開。櫓では「子午線観光ガイド」ボランティアによる案内もあり。 

○料 金／無料 

○開館時間／１０：００～１６：００ ※雨天中止 

 

～６月１８日(日) 開館４０周年記念特別展 

 「HISTORY OF MUSEUM –れきはくの“これまで”と“これから”－」  

兵庫県立歴史博物館 
◇「山陽姫路駅」北 徒歩約２５分 

☎０７９‐２８８‐９０１１ 

兵庫県立歴史博物館は、大規模改修工事を経て、４月８日(土)にリニューアルオープン。

本展では、これまで開催した１９５の展覧会を振り返る企画、さわって学ぶ「ハンズオン展示」

などユニバーサルミュージアムの観点を取り入れた展示もあり。 

○観 覧 料／(特別展)大人１，０００円、大学生７００円、高校生以下無料 

○開館時間／１０：００～１７：００(入館～１６：３０) 

○休 館 日／月曜  

○開館時間／１０：００～１７：００(入館～１６：３０) 

 

 



 １９ 

 

～７月２日(日) 春季特別展「古墳時代の技術革新」 

兵庫県立考古博物館 
◇「播磨町駅」北 徒歩約２５分 

☎０７９‐４３７‐５５８９ 

古墳が盛んに造られた古墳時代、渡来人により大陸から金工技術や須恵器
す え き

生産技術、牛

馬利用などの新しい技術や生活様式が取り入れられた。本展では、代表的な出土品から

技術革新とそれに伴う生活の変化を紹介する。 

○開館時間／９：３０～１７：００(入館～１６:３０)         

○休 館 日／月曜（祝休日の場合は翌平日） 

○観 覧 料／(特別展観覧料)大人５００円、大学生４００円、高校生以下無料  

 ※各種割引あり 

 

 

 

～７月９日(日)  

＜春季特別展＞「生誕１００年・最後の抒情画家 藤井千秋展」 

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 徒歩約３分 

☎０７９‐２６７‐０３０１ 

https://www.city.himeji.lg.jp/kougei/ 

藤井千秋（１９２３～８５年）は戦後の少女雑誌、学年誌や絵本の口絵や原画を数多く描き、

当時の少女たちを魅了した挿絵画家。彼が描く、優しく澄んだ瞳に凛としたたたずまいの

少女画は、抒情画（じょじょうが）とも呼ばれ、見る者を引きつけた。大正時代から続く抒情

画は戦後までブームを巻き起こしたが、時代と共に少女漫画へと移り、そのはざまに活躍し

た藤井千秋は、最後の抒情画家とも呼ばれている。 

生誕１００年にあたる今年、時を経ても色あせることのない千秋が生みだした作品の数々を

展示し、その功績を紹介。 

○観 覧 料／一般３１０円、大学・高校生２１０円、小・中学生５０円 

○開館時間／１０：００～１７：００(入館～１６：３０) 

○休 館 日／月曜  

 

～８月２４日（木）全国郷土玩具の旅「高知県の諸玩具」 

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 徒歩約３分 

☎０７９‐２６７‐０３０１ 

https://www.city.himeji.lg.jp/kougei/ 

姫路市書写の里・美術工芸館の郷土玩具室では、「全国郷土玩具の旅」と題し、年３回の

展示替えを行い、各都道府県の作品を紹介している。今回は、「高知県の諸玩具」として、

坊さんかんざしや女だるま、鯨舟、安芸土鈴など約８０点を展示。 



 ２０ 

 

 

～９月１０日(日)  

リニューアルオープン記念 特別展「文豪新生～谷崎、阪神間へ・１００年の一歩」 

芦屋市谷崎潤一郎記念館 

 ◇阪神「芦屋駅」南東 徒歩約１５分 

☎０７９７-２３-５８５２ 

https://www.tanizakikan.com/ 

谷崎潤一郎は１９２３年の関東大震災を逃れ、阪神間へ移住したことが作家としての大きな

転機となった。阪神間・関西の歴史文化の影響を受けて大文豪へと開花していく。関東大

震災から１００年の今年、谷崎の新たな誕生の様相を展示。４月１５日(土)にリニューアルオ

ープンした同館の「新生」も記念する展覧会。 

○入 館 料／一般５００円、高校・大学生３００円、中学生以下無料、 

６５歳以上は一般料金の半額(要証明書) 

○開館時間／１０：００～１７：００ ※入館は１６：３０まで 

○休 館 日／月曜(祝日と重なる場合は開館、翌日休館)   

※７月３日(月)～７日(金)は前・後期展示入替えのため休館 

 

 


