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Kobe 　     ☆週間イベント情報☆ 2023年５月６日現在

5月

コンベンション

センター
神戸国際会館 神戸文化ホール 兵庫県民会館 サンボーホール 松方ホール 兵庫県立美術館 神戸市立博物館

10 日本臨床栄養 神戸市老眼大学 ゴッホ ジブリパークと

(水） 代謝学学術集会 10:30／13:30 アライブ ジブリ展

大安 8:30－17:10 10:00-18:00 9:30-17:30

11 バリモア ゴッホ ジブリパークと

（木） 19:00 アライブ ジブリ展

赤口 10:00-18:00 9:30-17:30

12 鈴木雅之 バリモア ゴッホ ジブリパークと

（金） 18:30 13:30 アライブ ジブリ展

先勝 10:00-18:00 9:30-17:30

13 日本精神保護 フォレスタ 神戸山手女子 川上斗曜子先生 デュオリサイタル ゴッホ ジブリパークと

(土） 看護学会 14:00 吹奏楽部 白寿御祝い花展 16:00 アライブ ジブリ展

友引 9:30－18:00 時間未定 10:00－17:00 10:00-18:00 9:30-17:30

14 日本精神保護 イベント複数あり 川上斗曜子先生 DRAGON GATE 福間洸太郎 ゴッホ ジブリパークと

（日） 看護学会 13:30／17:00 白寿御祝い花展 プロレス ピアノリサイタル アライブ ジブリ展

先負 9:20－16:30 13:30～同時2公演 10:00－16:00 17:00－19:30 14:00 10:00-18:00 9:30-17:30

15
(月）
仏滅
16 ゴッホ ジブリパークと

（火） アライブ ジブリ展

大安 10:00-18:00 9:30-17:30

5月
神戸商工会議所 チキンジョージ 大丸神戸店 神戸阪急 新港第一突堤

ファッション

美術館
小磯記念美術館 ゆかりの美術館

10 THE JAZZ 旧居留地 北海道物産展 内藤ルネ展 ポートレート 画家との対話

(水） AVENGERS ビアガーデン 10:00-20:00 10:00-18:00 ミュージアム 10:00-17:00

大安 19:00 16:00-21:00 10:00-17:00

11 旧居留地 北海道物産展 内藤ルネ展 ポートレート 画家との対話

（木） ビアガーデン 10:00-20:00 10:00-18:00 ミュージアム 10:00-17:00

赤口 16:00-21:00 10:00-17:00

12 SENSE OF 旧居留地 北海道物産展 内藤ルネ展 ポートレート 画家との対話

（金） WONDER ビアガーデン 10:00-20:00 10:00-18:00 ミュージアム 10:00-17:00

先勝 19:00 16:00-21:00 10:00-17:00

13 背水の陣 旧居留地 北海道物産展 内藤ルネ展 ポートレート 画家との対話

(土） 16:30 ビアガーデン 10:00-20:00 10:00-18:00 ミュージアム 10:00-17:00

友引 16:00-21:00 10:00-17:00

14 ライブイベント 旧居留地 北海道物産展 神戸港 内藤ルネ展 ポートレート 画家との対話

（日） 17:00 ビアガーデン 10:00-20:00 カッターレース 10:00-18:00 ミュージアム 10:00-17:00

先負 16:00-21:00 詳細不明 10:00-17:00

15 旧居留地 北海道物産展

(月） ビアガーデン 10:00-20:00

仏滅 16:00-21:00

16 旧居留地 北海道物産展 内藤ルネ展 ポートレート 画家との対話

（火） ビアガーデン 10:00－18:00 10:00-18:00 ミュージアム 10:00-17:00

大安 16:00-21:00 10:00-17:00

兵庫区 須磨区 宝塚市 尼崎市

5月

横尾忠則

現代美術館
王子動物園

ノエビア

スタジアム
総合運動公園 宝塚大劇場 阪神甲子園球場 芸術文化センター

あましん

アルカイックホール

10 満満腹腹満腹 レディース ライラックの夢路 ヤクルト戦 パック・ウインズ

(水） 10:00-18:00 休園日 バドミントン 13:00 18:00 14:00

大安
11 満満腹腹満腹 通常営業 ライラックの夢路 ヤクルト戦 オペラdeナイト

（木） 10:00-18:00 9:00-17:00 13:00／18:00 18:00 19:00

赤口
12 満満腹腹満腹 通常営業 ライラックの夢路 DeNA戦 イベント複数あり

（金） 10:00-18:00 9:00-17:00 県高校陸上予選 13:00 18:00 19:00～2公演

先勝
13 満満腹腹満腹 通常営業 ライラックの夢路 DeNA戦 イベント複数あり 刀剣乱舞

(土） 10:00-18:00 9:00-17:00 県高校陸上予選 11:00 14:00 13:45／14:00 18:30

友引 17:00

14 満満腹腹満腹 通常営業 県民スポーツ大会 ライラックの夢路 DeNA戦 イベント複数あり 刀剣乱舞

（日） 10:00-18:00 9:00-17:00 共済ソフトボール 15:30 14:00 14:00～3公演 13:00／18:30

先負 神戸市民体育大会

15 通常営業 刀剣乱舞

(月） 9:00-17:00 18:30

仏滅
16 満満腹腹満腹 通常営業 ライラックの夢路 クラリネットの JA尼崎女性会

（火） 10:00-18:00 9:00-17:00 11:00／15:30 魅力 13:00

大安 11:30

★　各施設・主催者発表の情報を掲載しています。より詳しい情報については、各施設・主催者に直接ご確認ください。 <無断複製・転用を禁ず>

★　本紙の編集・発行後の日程変更や開催中止、非公表イベント開催などの場合もあります。あらかじめご了承ください。

https://www.daishin-pc.com/ https://twitter.com/daishin_sensha

5月13日（土）
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ

14:00

中央区

完全手洗い・床マット洗浄・タイヤワックス・車内掃除機・etc

カーメンテナンス ツイッター 始めました！
右のQRコードからご覧になれます

中央区 東灘区

灘区 西宮市

5月11日（木）
KCCI

ビジネススクール
10:00－17:00


