敬称略・順不同
神戸市の市外局番は 078

2022年
開催日

イベント名

施設名・場所

内容等

エリア

国際フロンティア産業メッセ 2022
9 / 1 (木) ～ 9 / 2

神戸国際展示場

(金)

ポーアイ

10:00～17:00

【同時開催】
第1回 ドローンサミット
EAT LOCAL KOBE
FARMERS MARKET

旧居留地 浪花町筋

9 / 3 (土)

KOBE WINE JAZZ FESTA 2022

神戸ワイナリー 農業公園

神戸観光局公民共創事業 「温泉・サウナと神戸里
第2回「道の駅でサウナバス」

集合
道の駅神戸フルーツフラワー
パーク大沢 プールエリア

離宮月見の宴

須磨離宮公園

9 / 10 (土)

9 / 10 (土)

(日)

山エリアの魅力再発見サイクリング」

中秋の名月をあじわう夕べ
～宙（そら）の音楽とお団子とともに～

同事務局
（日刊工業新聞社内）
06-6946-3384
兵庫県新産業課
362-3054

9 / 3 (土)

9 / 3 (土) ～ 9 / 4

問合先

あいな里山公園

摩耶山 日本酒ガーデン
stella 484 マヤ遺跡で灘酒

摩耶花壇跡

9 / 10 (土)

EAT LOCAL KOBE
FARMERS MARKET

旧居留地 浪花町筋

9 / 10 (土)

（摩耶ケーブル「虹の駅」から歩いて
5分）

9:00～12:00
神戸市総合コールセンター
中央 雨天決行・荒天中止
333-3330/0570-083330
開催日：9/3, 9/10, 9/17
15:00～21:00。ステージ 17:00～
神戸ワイナリー 農業公園
西 雨天決行。当日は無料ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ運行有
991-3911
（西神ｵﾘｴﾝﾀﾙﾎﾃﾙ前～神戸ﾜｲﾅﾘｰ）
北

大学生以上。有料。要申込
神戸活性化支援機構
10:00～12:00・12:30～14:30・15:00～
090-7254-5432
17:00。水着・着替え等持参要

須磨 14:00～21:00。入園有料

須磨離宮公園
732-6688

北

小学生以上。17:45～20:30
雨天中止。有料。要申込

あいな里山公園
管理センター
591-8000

灘

15:00～18:00。有料

monte 702
882-3580

【同時開催】ストリートピアノを利用したミニコンサート

9:00～12:00。雨天決行・荒天中止 MARKET：神戸市総合ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
333-3330/0570-083330／ｺﾝｻｰﾄ：
（ミニコンサート：浪花筋隣接の三井 中央 開催日：9/3, 9/10, 9/17
住友銀行前）
（ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ：9/10 10:40～・12:00～） 神戸市文化交流課 322-5165

9 / 10 (土)

天体望遠鏡で月と星を見よう

北神戸田園スポーツ公園

9 / 10 (土)

第40回 姫路城観月会

姫路城 三の丸広場

9 / 11 (日)

相楽市

相楽園

9 / 11 (日)

灘オヤジラボ企画「水道筋ガイドツアー」

阪急王子公園駅西口

9 / 11 (日)

ディキャンプ
森のようちえん

洞川教育キャンプ場

18:30～21:00。要申込

北神戸田園スポーツ公園
951-5901

市外 17:00～21:00。雨天時は翌日

姫路城イベント実行委員会
事務局
079-240-6023

北

9:00～16:00（商品がなくなり次第終
相楽園
中央 了） 雨天等により中止の場合有。当
351-5155
日は入園無料
灘オヤジラボ事務局
10:30～12:00・13:30～15:00
（原田（地域活動支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ） ）
灘
要申込
802-3133
北

3～6歳と保護者。9:30～
有料。要申込

NPOこうべユースネット
090-4272-4048

9 / 11 (日)

第32回 しあわせの村まつり
「村の小さな夏まつり」
①手持ち花火 ②縁日・屋台・ステージショー

しあわせの村

9 / 16 (金)

手づくり商品販売会
「まんまるケってぃ Plus（プラス）」

御影クラッセ 1F 広場

10:00～16:00
東灘 区内の障がいのある人達が働く事
業所で作られた商品を販売

9 / 16 (金)

第236回 兵庫区民寄席

神戸新開地・喜楽館

兵庫 18:30～。有料

KOBE お買物キャンペーン「そろえて神戸」

北

北

プレイベント「まわして神戸」

イオンモール神戸北
1F さざんかコート

9 / 17 (土)

第20回 灘・夢ナリエ

六甲道南公園

灘

9 / 17 (土)

秋の鳴く虫を聴く夕べ

あいな里山公園

北

EAT LOCAL KOBE
FARMERS MARKET

旧居留地 浪花町筋

9 / 17 (土)

9 / 17 (土)

（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ詳細は https://soroete-kobe.com/）

【同時開催】ストリートピアノを利用したミニコンサート

9 / 17 (土)

9 / 17 (土)

ビーチクリーン＆地引網体験
神戸ウォーターフロントアートプロジェクト 第5弾

ダンスバトルイベント「Sweet Coast Breaks」

①18:00～・18:30～・19:00～・19:30～・20:00～・
20:30～(各30分） 雨天中止。要申込
開催日：8/28, 8/29, 9/11, 9/19, 9/23, 9/25

10:00～19:00。有料。日本最大級(約
2.4m）の巨大ガチャで神戸のお菓子
等の景品が当たる
15:00～19:30
雨天時は9/18 18:00～19:30に延期
し、あかり展示のみ実施
小学生以上。17:45～20:00
雨天中止。有料。要申込
9:00～12:00。雨天決行・荒天中止

（ミニコンサート：浪花筋隣接の三井 中央 開催日：9/3, 9/10, 9/17
住友銀行前）
（ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ：9/17 11:00～12:00）

9 / 17 (土) ～ 9 / 19 (月)
9 / 23 (金) ～ 9 / 25 (日)

お山の上のえんにち
KOBE お買物キャンペーン「そろえて神戸」

9 / 18 (日)

（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ詳細は https://soroete-kobe.com/）

プレイベント「まわして神戸」

同寄席同人会
080-8747-6588
KOBEお買物キャンペーン
事務局（ラジオ関西内）
362-7399
神戸市総合コールセンター
333-3330/0570-083330
あいな里山公園
管理センター
591-8000
MARKET：神戸市総合ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
333-3330/0570-083330／ｺﾝｻｰﾄ：
神戸市文化交流課 322-5165

須磨海岸
（JR須磨駅南側）

神戸市在住の小学生を含む家族
須磨 10:00～15:30（お昼休憩込）
要申込

メリケンパーク 野外ステージ

中央 のﾀﾞﾝｽﾊﾞﾄﾙを行い、その様子をﾎﾟｰﾄﾀﾜｰ 8191／神戸市港湾局ウォーターフロン

神戸市総合コールセンター
333-3330/0570-083330

14:00～21:00。ﾀﾞﾝｻｰ達がｽﾃｰｼﾞ上で1対1 神戸ウォーターフロント開発機構 587にﾘｱﾙﾀｲﾑで投影（投影は19:30以降）

11:00～17:00・9/19は16:00迄。地元ｸﾞﾙ

9 / 17 (土) ～ 9 / 19 (月) シーサイド Beer テラス in 舞子公園

しあわせの村
温泉健康センター
743-8040
うおざき障害者相談支援セン
ター
451-3760

舞子公園 芝生広場

ト再開発推進課 595-6307

る「からあげFESTA」・縁日・ｽﾃｰｼﾞ 等

同園管理事務所
785-5090

えんにちは各日11:00～16:00
有料

須磨浦山上遊園
731-2520

垂水 ﾒ・ｽｲｰﾂの他、全国の有名店が集結す

須磨浦山上遊園
回転展望閣 1F

須磨

御影クラッセ
御影だんじり広場

10:00～17:00。有料。日本最大級(約 KOBEお買物キャンペーン
東灘 2.4m）の巨大ガチャで神戸のお菓子 事務局（ラジオ関西内）
等の景品が当たる
362-7399

9 / 18 (日)

市民山の会ハイキング
「初秋の須磨浦山コース」

集合 山陽電鉄須磨寺駅

市内 9:00集合

神戸市総合コールセンター
333-3330/0570-083330

9 / 18 (日)

第116回 新開地寄席

新開地まちづくりスクウェア

兵庫 15:00～。有料

新開地まちづくりNPO
576-1218

9 / 18 (日)

農村歌舞伎「双蝶々曲輪日記 引窓」

すずらんホール 大ホール

北

13:30～。有料（高校生以下無料）

北区文化センター
593-1150

9 / 18 (日)

ひょうご日本民謡フェスティバル

新長田ピフレホール

9 / 18 (日)

家族で米つくり
「稲刈り」とカレーランチで楽しもう

あいな里山公園

9 / 18 (日)

野草園 秋の七草観賞会

あいな里山公園

9 / 18 (日) ～ 9 / 19 (月) Feel The Autumn in 淡路夢舞台

淡路夢舞台

9 / 19 (月)

第32回 しあわせの村まつり
「村の小さな夏まつり」
①手持ち花火 ②縁日・屋台・ステージショー

しあわせの村

9 / 20 (火)

ウェルマルの日
（毎月20日）

西神中央・パークアベニュー(北
側）

9 / 21 (水)

浜山寄席

浜山地区まちづくり相談所

9 / 22 (木)

Sumarche（すまるしぇ）

須磨区役所玄関前スペース

神戸観光局公民共創事業 神戸夜市プレイベント

9 / 22 (木) ～ 9 / 25 (日) KOBE NIGHT PICNIC 2022 みなとスポーツ
DAYS
KOBE お買物キャンペーン「そろえて神戸」

メリケンパーク

プレイベント「まわして神戸」

旧居留地・京町筋
オータムフェスティバル会場内

9 / 23 (金)

キノコフェスタ

森林植物園

9 / 23 (金)

第42回 おいでやすカーニバル

神戸聖隷福祉事業団

9 / 23 (金)

第7回 キノコフェスタ

森林植物園

9 / 23 (金)

第32回 しあわせの村まつり
「村の小さな夏まつり」
①手持ち花火 ②縁日・屋台・ステージショー

しあわせの村

9 / 23 (金)

（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ詳細は https://soroete-kobe.com/）

長田 12:30～16:00

あいな里山公園
管理センター
591-8000
10:30～14:30。雨天中止
あいな里山公園
北 マスク・飲み物・歩きやすい服装・運 管理センター
動靴・帽子 各自用意
591-8000
11:00～15:00。雨天中止
淡路夢舞台
市外 ｷｯﾁﾝｶｰ出店・9/18 ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ・9/19
0799-74-1000
よさこいｽﾃｰｼﾞ 等
①18:00～・18:30～・19:00～・19:30～・20:00～・ しあわせの村
北 20:30～(各30分） 雨天中止。要申込
温泉健康センター
開催日：8/28, 8/29, 9/11, 9/19, 9/23, 9/25
743-8040
北

10:30～14:30。荒天延期 9/25
有料。要申込

西

10:00～14:00。雨天決行・荒天中止
神戸市総合コールセンター
「健康」をテーマに地元で生産された農産
333-3330/0570-083330
物や旬の食材を使った軽食が並ぶ

兵庫 19:00～。有料
11:00～14:00
須磨 障害者事業所の自主製品（お菓子・
雑貨）等を販売
13:00～20:00
中央 ｽﾎﾟｰﾂ体験・みんなでﾌﾟﾛｷﾞﾝｸﾞ（ｼﾞｮｷﾞ
ﾝｸﾞ+ｺﾞﾐ拾い）・ﾅｲﾄﾋﾟｸﾆｯｸ 等
12:00～20:00。有料。日本最大級(約
中 2.4m）の巨大ガチャで神戸のお菓子
等の景品が当たる
北

10:30～15:30
一部有料・入園有料

10:00～14:00。少雨決行
須磨 ﾊﾞｻﾞｰ・模擬店・ｹﾞｰﾑ等、障害者施
設・事業所と地域の交流
入園有料。少雨決行

KOBE お買物キャンペーン「そろえて神戸」

9 / 24 (土)

（ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ詳細は https://soroete-kobe.com/）

プレイベント「まわして神戸」

マリンピア神戸
セントラル棟

日本民謡民舞兵庫県連合会
861-4583

北

「第7回 六甲山のキノコ展 in 森林植物
園」9/4～12/16開催

同運営員会
（井上）
090-3624-6480
須磨区保健福祉課
731-4341
同事務局
（HKMエンタープライズ）
321-7373
KOBEお買物キャンペーン
事務局（ラジオ関西内）
362-7399
森林植物園
591-0253
きたすま障害者相談支援
センター
795-1453
森林植物園
591-0253

しあわせの村
温泉健康センター
743-8040
10:00～19:00。有料。日本最大級(約 KOBEお買物キャンペーン
垂水 2.4m）の巨大ガチャで神戸のお菓子 事務局（ラジオ関西内）
等の景品が当たる
362-7399
北

①18:00～・18:30～・19:00～・19:30～・20:00～・
20:30～(各30分） 雨天中止。要申込
開催日：8/28, 8/29, 9/11, 9/19, 9/23, 9/25

9 / 24 (土)

お買物デー・横丁まつり

中央卸売市場東部市場
①水産・青果仲卸売場
②関連事業所棟

東灘

9 / 24 (土)

第15回 そんなあなたを応援します
新長田で大応援パフォーマンス

若松公園・鉄人広場

長田 13:00～15:00。雨天時は翌日

9 / 24 (土)

真野響子名誉園長とペンキ塗り

森林植物園

北

13:30～16:00。要申込
参加者は当日、入園料・駐車料無
料

六甲道南公園

灘

9/24 10:00～16:00・18:00～20:00
9/25 10:00～15:00

9 / 24 (土) ～ 9 / 25 (日) まちＴフェス’22

①8:30～10:30（売り切れ次第終了）
②9:00～12:00

9 / 25 (日)

あいな里山
おもしろ植物観察会

あいな里山公園

北

小学生以上。10:00～12:30
小雨決行。有料。要申込

9 / 25 (日)

第32回 しあわせの村まつり
「村の小さな夏まつり」
①手持ち花火 ②縁日・屋台・ステージショー

しあわせの村

北

①18:00～・18:30～・19:00～・19:30～・20:00～・
20:30～(各30分） 雨天中止。要申込
開催日：8/28, 8/29, 9/11, 9/19, 9/23, 9/25

神戸市総合コールセンター
333-3330/0570-083330
NPO KOBE鉄人PROJECT
646-3028
森林植物園
591-0253
まちプロジェクト実行委員会
代表
090-6820-8927
あいな里山公園
管理センター
591-8000
しあわせの村
温泉健康センター
743-8040
（2022年9月更新）

