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KOBE観光の日とは…
神戸観光が発展するきっかけと
なった、NHK朝の連続テレビ小
説「風見鶏」の放映開始日にち
なみ、10月3日をKOBE観光の
日と定めています。

神戸観光に便利な観光アプリをダウンロードして
特典をGETしよう！

無料開放施設 各種割引料金 特別イベントプレゼント

※パンフレット持参：特に人数の記載がない場合は、持参者1名のみの特典となります　
※原則、他割引との併用はできません
※パンフレット持参の代わりに、スマートフォン画面などでのパンフレット画面の掲示の場合でも、同様の特典
を受けられます

KOBE観光Week
9.30　  10.92017. 土 月・祝

北　野

10/3（火） 入館無料
神戸市立博物館 ☎078-391-0035

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で入館料割引 大人 400円→300円、小中学生 200円→150円

KOBEとんぼ玉ミュージアム ☎078-393-8500

10/1（日）～11/29（水） パンフレット持参で入館料20％割引
休館日：水曜（祝日の場合翌日）

神戸ドールミュージアム ☎078-327-4680

10/7（土） 展示室入館無料 ※プラネタリウムは別途料金要
バンドー神戸青少年科学館 ☎078-302-5177

10/3（火） 入館無料
10/3（火） 先着100名様に
ポストカードプレゼント

風見鶏の館 ☎078-242-3223

10/3（火） 先着50名様入場料割引 700円→500円
プラトン装飾美術館（イタリア館） ☎078-271-3346

9/30（土）、10月の土日祝、10/3（火） 入館無料
１０/１（日） 水の大学 川の昆虫紹介　１０/２9（日） マジックショー
土日祝はイベントあり。詳しくはホームページをご覧ください。

水の科学博物館 ☎078-351-4488

入館無料施設
9/30（土） ブラジル（BRASIL）名入帽子 先着10名様プレゼント
移住ミュージアム常設展示
休館日：10/2（月）
①当センターは1928年（昭和3年）、ブラジルなどの中南米諸国への移住者を送り出す
　施設として建設されました。
②有料駐車場がございます。（当センター北側、13台…満車の場合はご容赦ください。）

海外移住と文化の交流センター ☎078-272-2362

10/7（土） 神戸市緑化事業基金に100円以上ご寄付いただいた方に、
 チューリップの球根セットプレゼント
10/7（土） 「グリーンフェスタこうべ2017」（神戸総合運動公園）

花と緑のまち推進センター ☎078-351-6756

10/3（火） 入館無料
10/3（火） パンフレット持参で
オリジナルポストカードプレゼント

萌黄の館 ☎078-222-3310

10/3（火） 入館無料
10/3（火） パンフレット持参でオリジナル
ポストカードプレゼント。併設ミュージアム
カフェでワッフル割引1,300円→1,100円

9/23（土・祝）～10/31（火）
「大橋マミ子作品展」（ミュージアムカフェ）

神戸北野美術館 ☎078-251-0581

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で入館料10％割引
10/3（火） パンフレット持参で先着10名様にアクセサリープレゼント

香りの家オランダ館 ☎078-261-3330

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で入館料10％割引
10/3（火） パンフレット持参で先着10名様にアクセサリープレゼント

デンマーク館 ☎078-261-3591

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で入館料10％割引
10/3（火） パンフレット持参で先着10名様にアクセサリープレゼント

ウィーン・オーストリアの家 ☎078-261-3466

10/3（火） 入園無料
9/30（土）～10/9（月・祝） 来園の各日
先着20名様にポストカードをプレゼント
休園日：10/5（木）

相楽園 ☎078-351-5155

【臨時開館】 9/29（金）、30（土）、10/20（金）、21（土） 入館無料
9/29（金）、30（土）、10/20（金）、21（土） 
各臨時開館日に専門スタッフによる展示品ガイドを実施。
申込不要（11：00～12：30、14：00～15：30）

神戸らんぷミュージアム ☎078-220-0086

広報展示室:平日開館（8：30～17：00）
11/25（土） オープンカスタムス2017開催

神戸税関 ☎078-333-3028

10/3（火） 入館無料
9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で同伴者1名まで団体割引適用
9/30（土） 入館者に記念品進呈（なくなり次第終了）
10/14（土）～12/3（日） 企画展「千年の甍」開催
休館日：月曜（祝日の場合翌日）

竹中大工道具館 ☎078-242-0216

9/30（土）、10/1（日）、7（土）～9（月・祝）
神戸港と神戸文化の企画展「神戸 みなと時空」 の入館料無料
9/30（土）、10/1（日）、3（火）～9（月・祝）
KIITO CAFE利用の各日先着10名に「ＫＩＩＴＯオリジナルマスキングテープ」をプレゼント

デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）
☎078-325-2201

9/30（土）～10/31（火） 来館者に記念品進呈（なくなり次第終了）
10/3（火）、10/7（土）、10/9（月・祝）
リバプールバスでお迎え（雨天の場合は中止） 三ノ宮発 10:00、13:00、15:00（事前申し込み要）
開館時間：10：00～17：00 金・土19：00まで　休館日：月曜（祝日の場合は翌日）

THE PENNYLANE KOBE （ＫＩＩＴＯ内） ☎078-335-2186

みなと・市街地

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレットご持参のお客様に、ハーブティーを1杯サービス致します。
※1枚のご持参で5名様有効 《時間》11：00～15：00
休園日：無休 ※強風や雷の場合は、運休・休園することがあります

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ ☎078-271-1160



10/1（日） 入館無料
コーヒー発祥の地エチオピアのコーヒーセレモニー実演（10:30、13:30、15:00）

ＵＣＣコーヒー博物館 ☎078-302-8880

10/1（日）～11/29（水） パンフレット持参で入園料10％割引 
※1冊につき5名様まで。他のクーポンとの併用不可
休園日：毎週木曜日（10/19、11/23は除く）

神戸どうぶつ王国 ☎078-302-8899

10/3（火） 入場料 大人100円・小人50円割引（他の割引と併用不可）
※神戸海洋博物館・カワサキワールドとの共通券は割引対象外

神戸ポートタワー ☎078-391-6751

10/3（火） 入場料 大人100円・小人50円割引（他の割引と併用不可）
※ポートタワーとの共通券は割引対象外

神戸海洋博物館・カワサキワールド ☎078-327-8983

10/1（日）～11/30（木） パンフレット持参で乗船料30％割引
神戸シーバスファンタジー号 ☎0120-370-764

9/30（土）～10/9（月・祝）　
パンフレット持参で乗船料割引 大人1,100円→900円
運航状況については事前にご確認下さい

神戸ベイクルーズ ☎078-360-0039

10/3（火） 入館無料
9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で団体割引適用
休館日：木曜

湊川神社（宝物殿） ☎078-371-0001

9/30（土）～10/6（金） パンフレット持参で入館料割引 大人 800円→600円、小人 500円→400円
有馬玩具博物館 ☎078-903-6971

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で入館料20％割引
休館日：火曜

切手文化博物館 ☎078-904-0024

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で入園料無料
※ニジマス釣りは別途1,030円必要（三尾、料理代込み）
休園日：水曜、木曜

有馬ます池 ☎078-904-0309

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で県美プレミアム展を団体割引適用
休館日：月曜（祝日の場合翌日）

兵庫県立美術館 ☎078-262-0901

10/3（火） 入園無料

神戸市立王子動物園
☎078-861-5624

9/30（土）～10/9（月・祝） 
パンフレット持参で各日先着50名様にソフトドリンク1杯サービス。
お食事をされる方はルミナスオリジナルグラスワイン1杯サービス
※他のサービスとの併用不可

ルミナス神戸２ ☎078-333-8414

10/3（火） 入園無料
神戸ファッション美術館 ☎078-858-0050

灘・東灘

10/9（月・祝） 来館者先着100名様に絵葉書プレゼント
小磯記念美術館 ☎078-857-5880

10/9（月・祝）  来館者先着100名様に絵葉書プレゼント
神戸ゆかりの美術館 ☎078-858-1520

10/1（日）～11/30（木）
パンフレット持参で2Fレストランにてお食事の方に
櫻宴オリジナルブレンドコーヒー1杯サービス ※1グループ5名様まで
休館日：火曜

櫻正宗記念館｢櫻宴｣ ☎078-436-3030

入館無料施設
10/3（火）～9（月・祝） 
パンフレット持参で各日先着20名様にきさみ漬プレゼント

こうべ甲南 武庫の郷 ☎078-842-2508

「昔の酒造」沢の鶴資料館
☎078-882-7788

入館無料施設
10/7（土）～9（月・祝） パンフレット持参で
各日先着50名様に冷酒グラス1個プレゼント
休館日：水曜（10/4）

10/3（火） パンフレット持参で乗船料無料
※全便対象※1グループ5名様まで
9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で乗船料30％割引
※全便対象※1グループ5名様まで
10/1より一部運航ダイヤ変更　トワイライトクルーズ17：15～19：00/ナイトクルーズ19：30～21：30

神戸船の旅 コンチェルト ☎078-360-5600

入館無料施設
9/30（土）～10/9（月・祝）
期間中の土・日・祝は各日先着30名のお子様にオリジナルグッズをプレゼント
休館日：月曜（祝日の場合翌日）

灘浜サイエンススクエア ☎078-882-8136

☎078-262-5050
9/17（日）～ 2018 .1/28（日）
企画展「減災グッズ展vol.6 地震災害に備える住まい（仮称）」
休館日：月曜（祝日・振替休日の場合翌日）

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター

10/3（火）
パンフレット持参で入浴料大人20％割引

金の湯 ☎078-904-0680

10/3（火）
パンフレット持参で入浴料大人20％割引

銀の湯 ☎078-904-0256

10/3（火） パンフレット持参で入館無料
太閤の湯殿館 ☎078-904-4304

有馬

10/1（日）～30（月） パンフレット持参で絵葉書（2枚組）プレゼント
休館日：月曜（祝日の場合翌日）

白鶴美術館 ☎078-851-6001

10/3（火） パンフレット持参でオリジナルハガキセットプレゼント
香雪美術館 ☎078-841-0652

10/4（水）～7（土） パンフレット持参でオリジナルハガキ1枚プレゼント
世良美術館 ☎078-822-6456

10/1（日）～11/30（木）
パンフレット持参で入館料割引 大人→1,800円、小学生→900円、幼児→400円
※他の特典・割引との併用不可　※1グループ6名様まで適用　※別途入湯税75円が必要

有馬温泉 太閤の湯 ☎078-904-2291

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で「大吟醸」10％割引 3,240円→2,916円
休館日：月曜（祝祭日の場合は翌日）

神戸酒心館 ☎078-841-1121

入館無料施設
休館日：月曜（祝祭日の場合は翌日）

浜福鶴 吟醸工房　 ☎078-411-8339

10/3（火)は展示替えのため臨時休館しています。ご了承ください



9/30（土）～10/9（月・祝） 
パンフレット持参で日帰りランチ・ディナー飲食代金より10％ＯＦＦ ※宿泊ディナー・ランチは対象外

オテル・ド・摩耶 ☎078-862-0008

10/3（火） 入場無料
9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で入場料10％ＯＦＦ （5名様まで）

六甲山牧場 ☎078-891-0280

10/1（日）～11/23（木・祝） パンフレット持参で入園料割引 （4名様まで）
大人（中学生以上）100円割引、小人（4歳～小学生）50円割引

六甲山カンツリーハウス ☎078-891-0366

10/1（日）～11/26（日） パンフレット持参で入場料割引
大人（中学生以上）100円割引、小人（4歳～小学生）50円割引 （4名様まで）
休場日：木曜（11/23は営業） 雨天時、コンディション不良時は営業を中止する場合があります。

六甲山フィールド・アスレチック

10/1（日）～11/23（木・祝） パンフレット持参で入場料割引 （4名様まで）
大人（中学生以上）100円割引、小人（4歳～小学生）50円割引

六甲高山植物園 ☎078-891-1247

10/7（土） 入園無料 ※駐車有料
休園日：木曜

須磨離宮公園 ☎078-732-6688

10/4（水） 入園無料
須磨海浜水族園 ☎078-731-7301

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で団体割引適用 ※1冊につき2名様まで
休園日：4月～9月無休、12～3月毎月第2月曜（祝祭日の場合は翌日）

舞子海上プロムナード ☎078-785-5090

9/30（土）～10/9（月・祝） 
塩づくりのお客様に粗品プレゼント

マリンピア神戸 さかなの学校 ☎078-706-5550

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で団体割引適用 ※1冊につき2名様まで
休館日：10/2（月）

橋の科学館 ☎078-784-3339

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で団体割引適用 ※1冊につき2名様まで
休館日：月曜（祝日の場合翌日）

旧武藤山治邸 ☎078-785-8610

旧木下家住宅 ☎078-787-2050

10/1（日）～11/29（水） パンフレット持参で入館料20％割引
開館日：木曜・金曜・土曜

絵葉書資料館 ☎078-705-1512

入館無料施設

神戸市埋蔵文化財センター ☎078-992-0656

9/30（土）、10/1（日） パンフレット持参で先着50名様にポストカードプレゼント

10/1（日）～11/30（木） パンフレット持参で先着100名様に参拝記念品プレゼント
摩耶山天上寺 ☎078-861-2684

９/30（土）～10/9（月・祝）は夜間延長ダイヤで運行（星の駅最終20:50） 運休日：10/3（火）　
まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー） ☎078-861-2998

10/1（日）～11/30（木） 
パンフレット持参でハンモックレンタル10％割引クーポンプレゼント ※次回利用可、年内有効
店休日：火曜

摩耶ビューテラス・monte７０２ ☎078-882-3580

10/1（日）～11/23（木・祝） パンフレット持参で大人、小人共に50円割引
自然体感展望台 六甲枝垂れ（六甲ガーデンテラス）☎078-894-2281

10/1（日）～11/23（木・祝） パンフレット持参で入館料割引 （4名様まで）
大人（中学生以上）100円割引、 小人（4歳～小学生）50円割引 ※1冊につき4名様まで

六甲オルゴールミュージアム ☎078-891-1284

六甲・摩耶・北神 兵庫・長田・須磨・垂水

西神

10/14（土） 入園無料（駐車場有料）
9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で、各日先着100名様！ あいな里山“秋の味覚”プレゼント

あいな里山公園 ☎078-591-8000

10/1（日）～11/30（木） パンフレット持参で記念品進呈（なくなり次第終了）
10/1（日）～11/30（木）
トートバッグにフィンガーペインテイングでオリジナルバッグを創ろう！ 1,200円→1,000円（土日のみ）
８/１（火）～１２/２５（月） カエル宝石彫刻展開催中。
休館日：木曜

六甲山の上美術館（さわるみゅーじあむ）☎078-894-2400

10/1（日） 入園無料（駐車場有料）
休園日：10/4（水）

森林植物園 ☎078-591-0253

9/30（土）～10/9（月・祝） パンフレット持参で粗品プレゼント※1冊につき1枚。
3月～11月までの毎月第4土曜日は「ひょうごマルシェ」開催
休館日：月曜（10/9除く）

キリンビール神戸工場 ☎078-986-8001

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で、お好きなジェラートシングルプレゼント

道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢 FARM CIRCUS ☎078-954-1940

10/1（日）～31（火）
パンフレット持参でオリジナルノベルティプレゼント ※1冊につき1個

神戸三田プレミアム・アウトレット ☎078-983-3450

10/1（日）、9日（月・祝）スーパーウイングと記念撮影。10/7（土）秋祭り・抽選会
10/1（日）観光客の方、先着20組INAC神戸レオネッサ試合観戦
 ピッチサイドツアー招待（電話にて事前申込）

ノエビアスタジアム神戸 ☎078-652-5656

9/30（土）～10/9（月・祝）
パンフレット持参で手ぶらセット割引900円→700円 （3名まで）

湯～モアリゾート太山寺温泉なでしこの湯 ☎078-977-0261

9/30（土）～10/31（火）
パンフレット持参で先着50名様にオリジナルグッズをプレゼント 
（案内所にて）

神戸総合運動公園　 ☎078-795-5151

10/1（日）～11/30（木）
パンフレット持参で先着200名様にオリジナル絵はがきプレゼント

大本山 須磨寺 ☎078-731-0416

10/6（金） 基本釣り料半額
10/7（土） お楽しみ抽選　マダイ3尾、招待券15名進呈
※割増釣り料・駐車料は別途要、他の割引との併用不可

須磨海づり公園 ☎078-735-2907
平磯海づり公園 ☎078-753-3973

10/3（火） 
ワインショップで「神戸観光の日」とお伝えください。
先着100名様にホイリゲプレゼント

神戸ワイナリー （農業公園） ☎078-991-3911



ジャズの街・神戸の三宮・北野町・
トアロード界隈で開催されるジャズ
イベント

シティー・ループバス

1日乗車券の
※本券1枚につき

1名様割引

割引券

※割引券による販売はバス車内のみ！

大人：660 円→610 円　小人：330 円→300 円

※割引券による販売はバス車内のみ！

■1日乗車券の割引販 ）みの）火（3/01（ 売

お問い合わせ：神戸交通振興株式会社　☎0 7 8 -3 0 4 -22 2 6（9：0 0 ～19：0 0）

1日乗車券で乗降自由！
走る異人館

異人館をイメージしたレトロ調のバスは、ハーバーランド
など神戸都心の主要観光スポットを1周約65 分で巡り
ます。車内では、ガイドが神戸の街をご案内します。

CIT Y LOOP

　 　
古紙配合率 70％の再生紙を使用しています

秋の神戸観光のおすすめ

この秋必見！
アートであふれる神戸港

■期間：9月16日（土）～10月15日（日）
■会場：神戸港、神戸空港島
■入場：無料 
 ※アート鑑賞船の乗船は有料
 大人1200円、中高生・シルバー（60歳以上）1000円、小学生600円
 保護者同伴の幼児無料

☎078-322-6490

突堤や係船杭、港湾関連施設など神
戸港を象徴する場所に、国内外約
20作家の作品が展示される。特別
運航するアート鑑賞船（神戸シーバ
スファンタジー号）のクルーズで、山
と海が近い神戸の街並みとともに、
船上からアート作品を楽しみなが
ら、開港150年を迎える神戸港の魅
力を発見しよう。

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2017

■期間：9月9日（土）～11月23日（木・祝）
■会場：六甲山上一帯

☎078-891-0048

山上にある様々な施設を周遊しながら、六甲山の
土地柄や景観をいかした現代アート作品を楽しむ、
毎年恒例の人気アートイベント

神戸の人気ロケーション メリケンパークのリニューアル！

■期間：10月7日（土）～10月8日（日）
 12：00～17:00
 （パレードは11：00スタート）
■会場：ライブハウスなど全10会場
☎078-351-3597

第36回神戸ジャズストリート

中高生から大学生、社会人、プロまでのビックバンド
が集結したジャズの音楽祭
■期間：10月7日（土）
 ～10月8日（日）
 12：00～18:00
■会場：ハーバーランド
 スペースシアター
☎078-360-3335

神戸ハーバーランド
ビックバンドジャズフェスティバル

メリケンパークは、神戸開港120年（1987年）に合わせて完成した公園
で、近傍に神戸ポートタワーや神戸海洋博物館を有し、みなと神戸を代
表するウォーターフロントの公園です。神戸開港150年を契機に、芝生
広場が広くなり、西日本最大級
のスターバックスコーヒーも
園内にオープン。夜もLED照
明やカラーライティングで公
園全体をライトアップし、昼も
夜もにぎわい楽しめる公園に
リニューアルしました。

ジャズの街神戸
1868（慶応3）年の開港後、さまざまな
文化が神戸に入ってきました。1923年
には、日本で初めてのプロジャズバンド
の演奏が行われ、神戸は日本のジャズ

発祥地といわれています。現在も毎日のようにジャズ演奏
が行われているジャズクラブが神戸・北野界隈に多くあり、
ミュージシャンもお客さんも一体となって楽しめるジャズ
が、今も神戸のまちに息づいています。そんな神戸のジャ
ズを体験しよう。

©ウィンドキャラバン　新宮晋

夜のメリケンパーク

昨年のパレードの様子

イメージ

人気フォトスポット「BE KOBE」モニュメント

●有効期限：10/ 3（火）
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JR六甲道駅、阪急御影駅、JR住吉駅、阪神御影駅 経由の

平成29年

10月14日（土）～11月23日（木・祝）の土日祝のみ
1日乗車券 【おとな】 250 円   【こども・高齢者】 150 円

【10月1日（日）～11月23日（木・祝）】
パンフレット持参で鑑賞チケット（当日券）を割引
大人（中学生以上）200円割引、小人（4歳～小学生）100円割引 

JAZZ TOWN KOBE



イベント情報

市内で開催される様々な文化イベントを巡るスタンプラリー。

神戸アートウォーク2017
9/1（金）～12/16（土）
会場 ： 市内各文化施設など

【お問い合せ先】078-351-3597

秋空の下、心地よい風を感じながらドイツビールやワイン、ハーブ
ソーセージなどでみんなで乾杯！※期間中の土日祝開催。

ドイツ祭り2017
9/16（土）～11/26（日）
会場 ： 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

【お問い合せ先】078-271-1160

現代写真に最も大きな影響を与えた写真家ロバート･フランク。
世界50ヶ所を巡回中の本展がいよいよ神戸に！

「Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe」
9/2（土）～9/22（金） 
会場 ： デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）

【お問い合せ先】078-351-3597

自然観察教室や音楽会、散策、工作、バードウォッチングなど、秋を
楽しむお祭り。

秋楽祭
9/2（土）～10/15（日）
会場 ： 森林植物園

【お問い合せ先】078-591-0253

日本の少女漫画史におけるSFの黎明期を担った萩尾望都のSF原
画（約400点）が大集合。

特別展 萩尾望都ＳＦ原画展
宇宙にあそび、異世界にはばたく
9/9（土）～11/5（日）
10:00～17:00 （入館は16:30まで） 月曜日休館（月曜日が祝日の場合はその翌日）
会場 ： 神戸ゆかりの美術館

【お問い合せ先】078-858-1520

秋色に色づく園内をゆっくりと歩きながら、おいしい、楽しい贅沢
な時間を過ごしませんか？

GARDEN FEST 2017 - Autumn -
9/16（土）～12/3（日）
会場 ： 神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

【お問い合せ先】078-271-1160

西洋近代絵画とルネ・ラリックのガラス工芸の名品を紹介します。

神戸開港150年・開館25周年記念 特別展
「ユニマットコレクション  フランス近代絵画と
  珠玉のラリック展 ーやすらぎの美を求めてー」
9/16（土）～11/12（日）
10:00～17:00 （入館は16:30まで） 月曜日休館（月曜日が祝日の場合はその翌日）
会場 ： 小磯記念美術館

【お問い合せ先】078-857-5880

みんなが知っているお店、みんなに知ってもらいたいお店、開港時
より広まった、自慢の神戸のグルメが大集合。

開港150年 こうべ食の博覧会 STYLE in KOBE
9/17（日）～9/18（月・祝）
17日11：00～20：00 18日11：00～18：00
会場 ： メリケンパーク、中突堤

【お問い合せ先】078-371-0085

市場まつりと兵庫運河祭りが連携した輝く兵庫まつりを開催します。当日
は、中央市場おすすめのグルメやスイーツ店が集結した「うまいもんスト
リート」のほか、新鮮な食品の即売、多彩なステージイベントを行います。

輝く兵庫まつり（市場まつり・兵庫運河祭）
9/23（土・祝） 10：00～20:00
会場 ： 神戸市中央卸売市場本場、新川運河キャナルプロムナード

【お問い合せ先】078-333-3372

オープンスペースで海を感じながら映画を楽しむ。昼には舞台で
の演出もあります。

ハーバーシネマ
9/30（土）～10/1（日）
11:00～21:00（予定）
会場 ： 高浜岸壁 （モザイク北東側）

【お問い合せ先】078-360-3335

神戸元町商店街を中心にクラシックをベースとした16のホールコ
ンサート、10/7・8はプロアマ70団体が出演する無料のストリート
コンサートを開催。

神戸元町ミュージックウィーク
9/30（土）～10/8（日）
会場 ： 神戸元町商店街周辺地域

【お問い合せ先】078-391-8448

学生・キッズによるストリートダンスコンテスト。

ストリートダンスフェスティバル
10/1（日） 11:30～19:00
会場 ： ハーバーランドスペースシアター

【お問い合せ先】078-360-3335

灘五郷の蔵元出店による特別試飲会や灘の酒に合わせた神戸の
食ブースを展開します。「日本酒の日」（10/1）13:30～一斉乾杯

「灘の酒」と食フェスティバル in 神戸
9/30（土）～10/1（日）
会場 ： 東遊園地

【お問い合せ先】078-841-1101

世界のアーティスト（大道芸人）がパフォーマンスを披露。

アートサーカス
10/1（日） 13:00、15:00、17:00
会場 ： 神戸ハーバーランドumieセンターストリート他

【お問い合せ先】078-360-3335

細部にまでこだわった貴重なドレスをご用意、ヨーロッパの古城の
様なうろこの家での撮影は一生の思い出！（有料）

ロココドレス（ローブ ア ラ フラアンセーズ）を
身に着けて♥ 華麗な貴婦人体験＆撮影
10/1（日）～10/9（月・祝）
9:30～17:00（最終受付15:00）
会場 ： うろこの家・英国館・洋館長屋・北野外国人倶楽部

【お問い合せ先】0120-888-581

園内にある神戸市内最大級の異人館の内部を公開。

国指定重要文化財「旧ハンター住宅」館内公開
10/1（日）～10/31（火）
会場 ： 旧ハンター住宅 （王子動物園内）

【お問い合せ先】078-861-5624

「自家製チーズの試食販売」や「音楽イベント」、兵庫県の乳牛ナン
バーワンを決めるコンテスト「らくのうひょうごフェスティバル」な
ど、秋にふさわしいイベントを多数開催。

六甲山牧場「あきまきば」
10/1（日）～11/23（木・祝）
会場 ： 六甲山牧場

【お問い合せ先】078-891-0280

シャーロックホームズに扮して異人館を巡る、毎年恒例の異人館ミ
ステリーツアー。（有料：異人館８館入館券付）

異人館ミステリーツアー「最後の挨拶 at 神戸港」
10/1（日）～2018.4/27（金）
会場 ： 異人館【うろこの家グループ】8館

【お問い合せ先】0120-888-581

旧暦の8月15日に中秋の名月を愛でて秋の収穫を祝うイベント。獅子舞
や舞踊など中国の伝統芸能、食のイベントやガラポン抽選会なども開催。

第20回 中秋節
10/4（水）、10/7（土）～10/9（月・祝）
会場 ： 南京町

【お問い合せ先】078-332-2896

千年以上の歴史がある月見の名所、須磨離宮公園で中秋の名月の
日に開催。ステージイベントのほか、茶会や絵画映写、天体観測
コーナーなど風情あるお月見が堪能できます。

第30回 離宮月見の宴
10/4（水） 16:00～20:00
会場 ： 須磨離宮公園

【お問い合せ先】078-732-6688

鉄人広場に巨大屋外琉球居酒屋出現、琉球音楽の舞台とグルメを
満喫。フィナーレは全員参加のカチャーシー。

琉球祭in神戸・新長田
10/8（日） 11：00～17:00
会場 ： 新長田鉄人広場、新長田駅南商店街

【お問い合せ先】078-646-3028

各施設を巡ってスタンプを３つ以上集めると記念品をプレゼント。
各施設への移動は周遊バス（無料）をご利用ください。

北神戸ハロウィンスタンプラリー
10/7（土）～10/9（月・祝） 
会場 ： 道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢、キリンビール神戸工場、
　　　めんたいパーク、神戸三田プレミアム・アウトレット、イオンモール神戸北

【お問い合せ先】078-983-3212

2000年に新しい千年紀を記念して建造した優雅な客船。入港時に
須磨翔風高校和太鼓部が歓迎演奏。（10：45～の予定）

外国客船「セレブリティ・ミレニアム」神戸港入港
10/8（日）～10/9（月・祝）
８日11：00入港、９日22：00出港予定
会場 ： 神戸ポートターミナル

【お問い合せ先】078-331-0229

昔ながらの素朴な遊びコーナー（折り紙、しゃぼん玉、工作等）、ス
タンプラリークイズ、コスモスライブ、軽飲食売店など。

コスモスまつり
10/14（土） 10：00～15:00
会場 ： 神戸総合運動公園

【お問い合せ先】078-795-5151

リーフレットで、区内６美術館の入館料割引、美術館を巡るスタンプ
ラリー、区内各地で無料コンサートを開催。

第15回神戸東灘アートマンス
10/14（土）～11/23（木・祝）
会場 ： 東灘区内６美術館

【お問い合せ先】078-841-4131（代）

憧れのスイーツ店を専用バスで巡る旅。期間限定スイーツやバス
チケットの提示でお得な特典も。

ひがしなだスイーツめぐり
10/14（土）～11/23（木・祝）の土・日・祝および10/27（金）

会場 ： 東灘区内43店舗
【お問い合せ先】078-333-3372

10月下旬から11月中旬に見頃を迎える約180種4,000株のバラ。
深みのある花色と濃厚な香りが魅力的な秋のバラが楽しめます。

秋のローズフェスティバル2017
10/14（土）～11/5（日）
会場 ： 須磨離宮公園

【お問い合せ先】078-732-6688

大菊、懸崖、福助、ダルマ作り、千輪菊等、丹精込めて育てあげられた
様々な菊を眺めながら、園内で1日をごゆっくりお過ごしください。

第66回神戸菊花展
10/20（金）～11/23（木・祝）
会場 ： 相楽園

【お問い合せ先】078-351-5155

「農地（FARM）と食卓（FORK）をつなげよう」をテーマにしたイベ
ント。収穫の季節、神戸の都心部に農業の象徴「茅葺」が出現し、神
戸の「食」と「農」の多様性と進化形を伝ます。

FARM TO FORK （第3回食都神戸DAY）
10/21（土）～10/22（日）
会場 ： 東遊園地

【お問い合せ先】078-322-0520

神戸市内産の花を知っていただき花のある暮らしを提案するイベ
ント。10月28日には花の販売も行います。

神戸花物語　秋
10/21（土）～10/31（火）
会場 ： 三井アウトレットパーク マリンピア神戸

【お問い合せ先】078-322-5355

世界の森のもみじ巡り。森林植物園を鮮やかに染める世界の木々
の紅葉を楽しめる。

森林もみじ散策
10/21（土）～11/30（木）
会場 ： 森林植物園

【お問い合せ先】078-591-0253

神戸ワイナリー最大のお祭り。この夏に収穫したブドウで造った新
酒の試飲販売の他、ホイリゲの無料試飲（100名）やステージイベ
ント、大抽選会も開催。

神戸ワイン新酒まつり
10/28（土）～10/29（日）
会場 ： 神戸ワイナリー（農業公園）

【お問い合せ先】078-991-3911

世界屈指の美の殿堂、ボストン美術館より、古代エジプトや、モネや
ゴッホの作品など、選りすぐった珠玉の80点を紹介。

特別展 ボストン美術館の至宝展
東西の名品、珠玉のコレクション
10/28（土）～2018.2/4（日）
9:30～17:30 ※土曜日は19:00まで。第4金曜は21：00まで
会場 ： 神戸市立博物館

【お問い合せ先】078-391-0035

華やかなダンスや伝統的な獅子舞、異国情緒あふれる音楽などが
披露され、各国のおいしい料理が楽しめる屋台も多数出店。

多文化交流フェスティバル
10/29（日） 10：45～15：00
会場 ： 東遊園地

【お問い合せ先】078-232-4411

華麗な中国武術大会と巨大な三国武将が商店街を練り歩くパレー
ドを中心に、街中が三国志一色になる一日。

神戸・新長田　三国志祭
10/29（日） 11：00～17：00
会場 ： 新長田鉄人広場、新長田駅南商店街

【お問い合せ先】078-646-3028

稲刈り体験やかまど体験、さつまいも収穫体験をはじめ、草木染め
や竹細工、紙クラフトなどの工作体験プログラムなど。10月21、
22日は“里山まつり”を開催。

あいな里山秋フェスタ
9/23（土・祝）～10/22（日）
会場 ： あいな里山公園

【お問い合せ先】078-591-8000

神戸開港150年をテーマにしたスタンプラリーとリアル謎解き
ゲームを神戸・北野異人館街を舞台に開催。

神戸・北野異人館街スタンプラリー×リアル謎解きゲーム
「伝説のジャズバンドの秘宝」
9/23（土・祝）～10/31（火）
会場 ： 北野異人館街・南京町・神戸ハーバーランドumieなど

【お問い合せ先】078-251-0581

9月

10月

「大学生の手で、ジャズを、神戸を盛り上げる！」をモットーに、毎年
秋に開催しているジャズイベント

Swing Jazz Cruise2017
9/23（土・祝）～9/24（日）
会場 ： ハーバーランド7会場

【お問い合せ先】sjckobe@gmail.com

全国から踊り子が集まり、見ごたえある踊りを披露。美味しいもん
満載の出店あり。23日夜は一夜限りのイルミネーションを開催。

KOBE ALIVE 2017  神戸新舞VOL.10
9/23（土・祝）～9/24（日）
会場 ： メリケンパークほか

【お問い合せ先】078-451-7103


