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＜新型コロナ感染拡大等で、行事が中止や変更される場合があります。詳しくは、主催者や会場に問い合わせください＞
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＜新型コロナ感染拡大等で、行事が中止や変更される場合があります。詳しくは、主催者や会場に問い合わせください＞

4月
日

曜

5月

行事・開始時刻/会場・場所/主催者

日

開催中 (～4/4） チューリップ祭り/島内花壇各所/実行委員会

22

2

金 👧 カプラで遊ぼう 13:00～/向洋児童館

23

6

火

曜

日

曜

木 ママ＆リフレッシュ体操 10:30～/向洋福セン/向洋ふれまち

8

土 神戸国際大学移動図書館(会員向け)10:30～/サン広場/神戸国際大

金 授業参観 14:50～/六アイ小

9

日 🈸｢世代結び～団体相互訪問～｣活動報告会10:00～/ﾌｧｯｼｮﾝ美術館/きょうどうのわ

🈶 グラウンドゴルフ会 10:00～/東公園/六アイふれまち
🍼 ぴよぴよサロン 10:30～/六アイ福セン/六アイふれまち

7

水

(～5/上旬)ウェルカムキャンペーン（予定）/地域振興会
こぽらっとおやさい市 09:30～/サン広場/こぽらっと
24

月 🍼 なかよしひろば「とことこタイム」 11:30～/向洋児童館

11

火 🈶 グラウンドゴルフ会 10:00～/東公園/六アイふれまち

12

水

神戸国際大学移動図書館(会員向け)10:30～/サン広場/神戸国際大

春の一斉清掃 10:00～/神戸ファッション美術館集合/向洋青少協
月

着任式・始業式/六アイ小、向洋小

🍼 なかよしひろば「お誕生日カレンダー作り」 11:30～/向洋児童館

28

13

木

水

🍼🈸 すこやかクラブ入会説明会 10:30～/向洋児童館

14

金

金 入学式/向洋中、向洋小、六アイ小

土 神戸国際大学移動図書館(会員向け)10:30～/サン広場/神戸国際大

24

月 🍼 なかよしひろば「お誕生日カレンダー作り」 11:30～/向洋児童館

25

火

INAC神戸VS浦和ﾚｯｽﾞﾚﾃﾞｨｽ/J-GREEN堺/INAC神戸

(～5/26）👧 作ってあそぼう工作 15:45～/向洋児童館
(～6/5）本の「蔵出し市」（予定）/RICﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ
26

水 👧 おはなし会 15:30～、15:50～/RICﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ/夕やけ文庫

🍼 なかよしひろば「はいはいタイム」 11:30～/向洋児童館

🈸🈶 向洋カフェ（クラフト） 13:00～/向洋福セン/向洋ふれまち
土
(～5/31）第10回六甲アイランドバラ祭り/リバーモール/RIC自治会

土
(～4/20）🍼 すこやかクラブ入会申込開始/向洋児童館

16

日 神出野菜市 10:00～/向洋福セン/向洋ふれまち

「こべっこあそびひろば･六甲アイランド」ｵｰﾌﾟﾝ/ファッションプラザ3F/市

17

月 🈸🈶 折紙教室 13:30～/向洋福セン/向洋ふれまち

18

火

火
🈶 グラウンドゴルフ会 10:00～/東公園/六アイふれまち
ママ＆リフレッシュ体操 10:30～/向洋福セン/向洋ふれまち

＜ 六アイの3美術館などの展覧会案内 ＞
4/10～ (～6/13）🈶特別展｢吉村芳生～超絶技巧を超えて～｣/ﾌｧｯｼｮﾝ美術館

15

木 🍵🈸🈶 楽らく健康体操 10:30～/向洋福セン/向洋ふれまち

4/17～ (～6/13）🈶 ｺﾚｸｼｮﾝ企画展示「光あるところに」/小磯美術館

16

金 🍼 なかよしひろば令和３年度開始 09:30～/向洋児童館

4/24～ (～7/4）🈶GIGA・MANGA江戸戯画から近代漫画へ /ゆかり美術館

17

土 🈸🈶 向洋カフェ（クラフト） 13:00～/向洋福セン/向洋ふれまち

18

日 神出野菜市 10:00～/向洋福セン/向洋ふれまち

19

月

🈸🈶 折紙教室 13:30～/向洋福セン/向洋ふれまち
避難訓練/向洋中

火

🍼 ぴよぴよサロン 14:00～/六アイ福セン/六アイふれまち

🍼 ぴよぴよサロン 14:00～/六アイ福セン/六アイふれまち
👧 チャレンジランキング 15:45～/向洋児童館

水 👧 おはなし会 15:30～、15:50～/RICﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ/夕やけ文庫
給食開始/六アイ小、向洋小

20

22

(～5/18） 5年生 自然学校/ハチ高原/六アイ小

👧 おはなし会 15:30～、15:50～/RICﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ/夕やけ文庫

15

14

🈸映画会｢あなたは自然災害に備えていますか｣10:00～/向洋福セン/向洋ふれまち

行事・開始時刻/会場・場所/主催者

こぽらっとおやさい市 09:30～/サン広場/こぽらっと

１年宿泊行事/自然の家（～１４日）/向洋中

神戸国際大学移動図書館(会員向け)10:30～/サン広場/神戸国際大

13

👧 おはなし会 15:30～、15:50～/RICﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ/夕やけ文庫

曜

木

始業式・入学式/六アイ高

10

日

👧 おはなしの会 16:00～/向洋児童館

(～4/28） 家庭訪問 15:00～/六アイ小

始業式/向洋中

9

10

INAC神戸VS長野ﾊﾟﾙｾｲﾛ/J-GREEN堺/INAC神戸

26

行事・開始時刻/会場・場所/主催者

土

👧 おはなしの会 16:00～/向洋児童館
離任式/向洋小、六アイ小

8

行事・開始時刻/会場・場所/主催者

19

水 ママ＆リフレッシュ体操 10:30～/向洋福セン/向洋ふれまち

20

木 🍵🈸🈶 楽らく健康体操 10:30～/向洋福セン/向洋ふれまち

「発熱・せき等」の症状が有る場合（市広報より抜粋）
①かかりつけ医に、まずは電話を！
②かかりつけ医がいない場合や不在の場合は、市の
「新型コロナウイルス専用健康相談窓口」へご相談ください。

2021年（令和3年）の主な行事・イベント
1/1(水) 初日の出会（マリンパーク） ＜中止＞
1/17(日) 震災を忘れない！歌い継ぐ会
2/21(日) 日本陸上競技選手権大会（20㎞競歩等）
3/21(日)～4/4(日) チューリップ祭り
3/28(日) シティヒル・ウォーク
4/下旬 RIウェルカムフェスティバル ＜中止＞
5/15(土)～31(月) RIバラ祭り
5/中旬 神戸まつり (前日:うはら祭り) ＜中止＞
5/下旬 INTERNATIONAL KIDS' DAY <中止＞
7/下旬、8/下旬 ラジオ体操
8/上旬 みなと神戸花火大会
8/28(土) RICサマーイブニングカーニバル
10/上旬 神戸マルシェ
10/中旬～11/下旬 ひがしなだスィーツめぐり
＆灘の酒蔵探訪
10/中旬～11/下旬 神戸東灘アートマンス
10/下旬 ハロウィンﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ ＆ 収穫祭
11/21(日) 文化フェスティバル
11/中・下旬 RICスポーツEXPO
12/中旬 Xmasキャロリング

322-6250
FAX.391-5532
(24時間土日祝含む、多言語対応可）

TEL.

(～4/21）👧🈸 工作「お花とんぼを作ろう」 15:45～/向洋児童館

ﾏｰｸ： 🍼乳幼児向け

🈶印：有料

👧子供向け

🍵高齢者向け

🈸印：主催者等への事前申込みが必要

＜一部略称・略語あり。右面下部参照ください＞

«略称・略語» ５～６文字程度に収める工夫をしています

（注）学校行事は、原則＜生徒・関係者＞限定です。

（注意）編集日以降の変更や中止の場合があります。詳細は、会場や主催者に問合わせください。
施設の利用状況/団体・グループの活動

＜参加希望の方は、料金・詳細等を会場や主催者に問合せください＞

＜向洋地域福祉センター＞ 857-5347

＜RICふれあい会館＞ 857-7375

・PC相談支援/毎週（木）10：00～、
・てらこや向洋《小・中学生対象》/毎週（土）13：00～、
囲碁、麻雀、神出の野菜市 など

・大人対象：書道、英会話、絵画、ヨガ、ピアノ
・子供対象：空手、柔道、絵画、ロボット
・その他：多言語、書写、外国人講演会、住民ﾄｰｸ

＜六アイ地域福祉センター＞ 857-3787

＜RIC健康増進施設（アメリオ）＞ 761-6510

・さわやか喫茶(年4回) ・けんこうｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ(月2回) ・カラオケ、囲碁、麻雀、楽
いき体操、高齢者のための料理教室、ぴよぴよｻﾛﾝ、絵本箱、ひよこｻﾛﾝ など

ベビーとママのフィットネス、リズムヨガ、関節強化で綺麗で強く、筋力測定分析、アロマ気
功、太極拳、すこやか健脳体操、自己整体ヨガ、キッズSTﾀﾞﾝｽｽｸｰﾙ など

など

＜RICコミュニティライブラリー＞ 858-1320
開館時間：火～金/11：30～16：30、 土/10：30～16：30
休館：日・月・祝、 春4/1～5・夏・年末年始
・夕やけ文庫 ・水曜おはなし会
＜向洋児童館＞ 857-7421
年末年始休館あり
・子育てコミュニティ育成事業、交通安全教室、おもちゃ工作隊、おはなしの会、けん玉検
定、工作教室 など

＜婦人会向洋支部＞

・太極拳教室/毎週（木）9：30～/W4ホール
・グリーンエンジェル(清掃活動)第3土曜 8：00～/RI公園
・美化キャンペーン 第3水曜 8：00～/ｱｲﾗﾝﾄﾞ北口駅周辺

＜オリーブの会＞

グランドゴルフ/毎週（月）、健康麻雀/月4回、
カラオケ/月2回、工場見学会、忘年会、バス旅行など

RI＆六アイ：六甲アイランド、 RIC：六甲アイランドシティ
あそびのひろば：RICﾌｧﾐﾘｰあそびのひろば、 アメリオ：健康増進施設、 イベ広場：イベント
広場、 オルビス：ｵﾙﾋﾞｽﾎｰﾙ、 あんすこ：あんしんすこやかｾﾝﾀｰ、 きょうどうのわ：NPO法人
きょうどうのわ、 協同の苑：協同の苑六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ、 グランクォーレ：RICｸﾞﾗﾝｸｫｰﾚ、 小磯
美：小磯記念美術館、 神戸ドイツ学院：神戸ﾄﾞｲﾂ学院ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ、 振興会：六甲ｱ
ｲﾗﾝﾄﾞ地域振興会、 青少協：青少年育成協議会、 にじの家：協同の苑にじの家、 美
街会：六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞを美しくする会、 ﾌｧｯｼｮﾝ美：神戸ﾌｧｯｼｮﾝ美術館、 福セン：福祉ｾﾝ
ﾀｰ、 婦人会：婦人会向洋支部、 ふれまち：ふれあいのまちづくり協議会、 ふれ会：ふれ
あい会館、 防コミ：防災福祉ｺﾐｭﾆﾃｨ、 まち協：六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞまちづくり協議会、 まちネット：
六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞまちかどネット、 民児協：民生・児童委員協議会、 ゆかり美：神戸ゆかりの美術
館、 ライブラリー：RICコミュニティライブラリー、
CA：カネディアンアカデミィ、 KFM：神戸ファッションマート、 KIU：神戸国際大学、 KLFC：
神戸ﾚﾃﾞｨｽﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｾﾝﾀｰ、 machi e：情報交流センター、 RIC自治会：六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ
CITY自治会、 W4ホール：W4ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ

