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◆９月の営業時間・休館日のご案内◆

 舞子海上プロムナード  {9/1(日)まで} 9：00～19：00、{9/2(月)～9/30(月)} 9：00～18：00（最終入館 閉館30分前） 休館日：無休

 旧武藤山治邸･旧木下家住宅　10：00～17：00（最終入館 閉館30分前） 休館日：2日、9日、17日、24日、30日

発行： 舞子公園管理事務所　〒655-0047  神戸市垂水区東舞子町2051番地　TEL 078-785-5090

※都合により内容が変更となる場合がございますので、詳細はお問い合わせ下さい。

▼舞子公園ホームページ▼

http://hyogo-maikopark.jp/

展示期間：8/31(土)～9/29(日)　　　場所 ： 舞子海上プロムナード 8階展望ラウンジ
観覧料 ： 入館料のみ　【問合せ】 舞子公園管理事務所　TEL：078-785-5090

◆明治の洋館で優雅なカフェタイムをお楽しみ頂けます。
　 カフェをご利用の場合は、スタッフにお申しつけください。
　　{menu}コーヒー・紅茶・オレンジジュース/各300円

時間 ： 10：00～16：00（ラストオーダー15：30）
場所 ： 旧武藤山治邸
【問合せ】 旧武藤山治邸 TEL：078-785-8610

1日(日)
◆全国から集まった踊り子たちが、明石海峡大橋を背にして、
　 よさこい演舞を披露します。
　〈同時開催〉たるみマルシェ　10:00～16:00

 時間 ： 10：00～18：00 （雨天決行）　場所 ： 舞子公園 南地区 芝生広場
 【問合せ】 神戸市イベント案内・申込センター　TEL：078-333-3372   

6日(金)・7日(土)

◆明石海峡大橋の西側・橋の科学館前広場にてビアガーデンを
　 開催します。

 時間 ： 16：00～20：30（売り切れ終了・荒天中止）  場所 ： 橋の科学館前
 【問合せ】 舞子公園管理事務所　TEL：078-785-5090   

15日(日)
◆BBQ大会や公園施設見学、文化講座、お国のど自慢大会などを
　 通して外国人留学生との交流を深めていただくイベント。

　　  時間 ： 12：00～16：00 （BBQ大会お国のど自慢大会は雨天中止）

　　　場所 ： 舞子公園 南地区 芝生広場
 　【問合せ】 移情閣友の会事務局FAX：078-785-3440 メール：ijoukakutomonokai＠gmail.com   

*BBQ大会/参加費 一般2,000円,留学生・高校生・中学生1,000円,小学生以下500円
*文化講座「国際ボランティアの経験から～異文化から学ぶ」
　時間 14：30～16：00　　場所：移情閣１Fホール　　参加費500円

21日(土)～23日(月祝)

◆焼き鳥・たこ焼き・窯焼きピザ・ケバブ・牛串などのフードメニューと
　 クラフトビールが味わえる飲食ブースが立ち並びます。
　 その他音楽ライブとフラダンスパフォーマンスが楽しめます。
　 ＧＷにご好評頂いた「からあげFESTA!」も同時開催。

    時間 ： 11：00～20：00（雨天中止・最終日のみ16時まで） 
    場所 ： 舞子公園 南地区 芝生広場
 　　　　【問合せ】 舞子公園管理事務所　TEL：078-785-5090   

毎週土・日・祝日 1日(日)
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◆演奏曲：「The Show」「One Last Farewell」
　　　　　　  「ミ・アモーレ」「All of You」 ほか

　　 時間 ： 13：30～14：30　場所 ： 旧木下家住宅
　　 定員 ： 椅子席先着20名、それ以上は座布団席
　参加費 ： 入館料のみ　＊予約不要・当日先着順

　　 【問合せ】 旧木下家住宅　TEL：078-787-2050
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◆演奏曲：「Heart Sky Door-空のすきまに扉はひらく」
　　　　　　  「At 1.5Knots Over Still Water-湖水の1.5ノット」
　　　　　　  「Sarushima Heartbeat-猿島の心臓」 ほか

 時間 ： 14：00～15：00　 場所 ： 旧武藤山治邸 本館1階広間
定員 ： 35名（要予約・先着順）  参加費 ： 1,800円（入館料無料）

【問合せ】 旧武藤山治邸 TEL：078-785-8610

7日(土)

 旧武藤山治邸サロンセミナー 
『Automne paris(パリの秋)』～秋バラ薫るバスケットアレンジ～

 旧武藤山治邸サロンセミナー 
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◆明治の洋館の雰囲気の中、テーブルコーディネートを
　 学べるセミナーを開催します。

 　時間 ： 13：30～15：30　場所 ： 旧武藤山治邸 管理棟2階
　 定員 ： 12名（9/1までに要予約・先着順）
参加費 ： 3,800円（入館料無料）

　　　　 【問合せ】 旧武藤山治邸 TEL：078-785-8610

11日(水)
 抹茶処 青松庵  抹茶処 青松庵 

◆毎月恒例、茶の湯を気軽に楽しめるお茶会。
　 茶の湯初心者の方も大歓迎！（所要時間：約30分）

 　時間 ： 10：00～15：00（最終受付14：30） 
　 場所 ： 旧木下家住宅　　定員 ： 48名（要予約・先着順）
参加費 ： 600円（入館料無料）

　　　　【問合せ】 旧木下家住宅　TEL：078-787-2050

14日(土)
 アフタヌーンライブ  アフタヌーンライブ 

◆毎月第三日曜日開催のKFJ加納町フォーク
　 ジャンボリーによる音楽ライブ。

  場　 所 ： 舞子海上プロムナード 8階展望ラウンジ
  参加費 ： 入館料のみ
【問合せ】 舞子公園管理事務所　TEL：078-785-5090

15日(日)

18日(水)
 くらしを彩る おりがみ教室  くらしを彩る おりがみ教室 
◆インテリアとしても楽しめるおりがみ作品を作って頂けます。
　 今回は一枚の紙に切り込みを入れて鶴を作る「連鶴」の
　 作り方をご紹介。

時間 ： 13：30～15：30              場所 ： 旧木下家住宅
定員 ： 12名（要予約・先着順）   参加費 ： 1,700円（入館料無料）
持物 ： 練習用おりがみ・速乾性ボンド・定規・カッターナイフ・筆記用具

　　　　【問合せ】 旧木下家住宅　TEL：078-787-2050

21日(土)
 明治の洋館JAZZLIVE 

ビートルズ＆バカラック特集
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ビートルズ＆バカラック特集
◆演奏曲：「Black bird」「Strawberry fields forever」
　　　　　　  「The look of love(恋のおもかげ)」 
　　　　　　　「I’ll never falling love again(恋よさよなら)」ほか

 時間 ： 14：00～15：00　 場所 ： 旧武藤山治邸 本館1階広間
定員 ： 35名（要予約・先着順）  参加費 ： 1,800円（入館料無料）

【問合せ】 旧武藤山治邸 TEL：078-785-8610

9/23(月祝)～10/31(木)

 Photo spot「ハロウィン」 Photo spot「ハロウィン」
◆1階エントランスにハロウィン仕様のフォトスポットを設置。
　 記念撮影にご活用ください。

場　 所 ： 舞子海上プロムナード 　利用料 ： 入館料のみ
【問合せ】 舞子公園管理事務所　TEL：078-785-5090
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