「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業一覧
今大会より新たに募集しました「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業を順次ご紹介します♪
事業名

主催

実施日時

※10 月 18 日現在。認定順に掲載。
※詳細については各事業主催者へお問い合わせください。

会場

内容

秋の神戸・六甲アイランドを駆け抜けるシティ
マラソン大会。
【開会式】
フラットで走りやすいコースが特徴。種目も
11 月 13 日（日） 神戸市立
■神戸市
色々であなたにも入賞のチャンスが！
六甲アイランド
大会ゲストには小林祐梨子さんをお迎えし、
■神戸市
【開会式】
高校
大会を大いに盛り上げます。
教育委員会
現在、参加者募集中です！
9:15
皆様のエントリーをお待ちしております。
【コース】
■（公財）神戸市 【スタート】
【申込締切】2016
年 10 月 3 日（月）
六甲アイランド内
スポーツ教育協会 10:00 から
【定員】3,000 人
特設コース
時差出走
※申し込み受付は終了しました。
2016 年

第 27 回

六甲シティ

マラソン

六甲シティマラソン大会事務局

第６回

神戸ランニング
フェスティバル

神戸ランニング
フェスティバル
実行委員会

☎078-261-3620（平日 9:00 〜 17:00）

おしゃれな街、神戸を走るランニングフェス
ティバルを開催！順位や記録測定がないので、
気軽に神戸の景色や雰囲気を楽しめます。個
人でコスプレするのもよし、皆で仮装するの
2016 年
マリンピア神戸〜 もよし、楽しい衣装で参加すれば、注目を浴
11 月 12 日（土）
びる事間違いなし！ワイン飲み放題！そして、
舞子公園
プロのジャズバンドによる生演奏を体験でき
（メイン会場は
ます。あなたにとって忘れられない素敵な一
15:15 〜 18:30
マリンピア神戸内） 日になりますように。

【申込締切】2016 年 10 月 20 日（木）
【定員】5km、
10km( 各回 300 名 )※先着順受付で定員になり次第締切
神戸ランニングフェスティバル事務局

神戸マラソン

クリーンアップ
作戦

（公財）

神戸いきいき
勤労財団

神戸市シルバー
人材センター

2016 年

11 月 16 日（水）
10:00 〜 11:30

神戸マラソンの
コース沿道
（長田区から須磨
区間）

☎078-261-8141（平日10:00 〜 12:00／13:00 〜17:00）

20,000 人のランナーが駆け抜ける神戸の街を
クリーンに！
神戸市シルバー人材センターの会員が、神戸
マラソンコース沿道を、ボランティアで清掃
活動を行います。第１回大会より清掃ボラン
ティアを実施しています。
神戸市シルバー人材センター本部

☎078-252-0316（平日 9:00 〜 17:00）

「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業一覧
今大会より新たに募集しました「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業を順次ご紹介します♪
※10 月 18 日現在。認定順に掲載。
※詳細については各事業主催者へお問い合わせください。

事業名

第６回
神戸マラソン
折り返しまつり
in 舞子公園

主催

兵庫県

神戸県民

センター

実施日時

会場

内容

神戸マラソンの折り返し地点となる県立舞子公
園で、マラソンを盛り上げる催しを開催します。
○農の神戸ブランド創出キャンペーン
2016 年
【場所】県立舞子公園 芝生広場
11 月 20 日（日）
【時間】9:00 〜 14:00
【内容】農の神戸ブランド紹介、神戸産農産物を
県立舞子公園内
9:00 〜 15:00
使った創作メニューの提供・販売、採れたて新
（芝生広場・旧武
※イベントによ
藤山治邸庭園等） 鮮野菜・水産加工品等の販売、神戸産生鮮品の
真空フライ加工品の紹介・試食販売 等
り開始及び終了
○ジャズイベント
時間が異なりま
【場所】県立舞子公園 旧武藤山治邸庭園
【時間】12:00 〜 15:00 頃
す。
○その他、地元屋台や縁日等（10:00 〜 15:00）

神戸県民センター県民交流室楽しいまちづくり担当 ☎078-361-8628（平日 9:00 〜 17:00）

スポーツ
フェスティバル
in ノエビア
スタジアム神戸

神戸マラソン
応援イベント

「スポーツフェ
スティバル」
実行委員会

2016 年

ノエビア
11 月 20 日（日） スタジアム神戸
10:00 〜 15:00

神戸で活躍しているトップアスリートによる
スポーツ教室やスポーツ体験コーナーで健康
づくりや体力アップをした後、第６回神戸マ
ラソンのランナーを応援します！
【スポーツ教室】走り方、サッカー、ラグビー、
チアダンス、野球等
【ステージ】チアダンス、和太鼓、民謡、体操等
【チャレンジ体験】キッズスポーツチャレンジ等
【フード】カレー、そばめし、仙台牛タン串等

ノエビアスタジアム神戸 スポーツフェスティバル運営事務局
〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町１丁目２番地の２ ☎078-652-5656（平日 9:00 〜 17:00）

第 1 回神戸マラソンから「ふれあいフェスティ
バル」を開催。今年も新長田の鉄人広場で第６
ラブ国際協会
回神戸マラソンを応援し、東日本の被災地に復
興のエールを送ります。
335-A 地区・
2016 年
【ステージ】神戸大学モダン・ドンチキ、吹奏楽
新長田
若松公園
ふれあいフェス 11 月 20 日（日）
演奏、和太鼓演奏、フラダンス、音寺しをりの歌、
（鉄人 28 号モニュ サンバ、よさこい、阿波踊り
ティバル実行委
メント）
【出店】イカ焼、フランクフルト、ホルモン焼、
員会
9:00 〜 14:00
カレー、やき鳥、中華料理、日本料理、東北物
■神戸マラソン
産販売、手相占い、くじ引き、やきそば、からあげ、
昔遊び、釣り堀等
実行委員会

■ライオンズク

ふれあい

フェスティバル

ライオンズクラブ国際協会 335-A 地区・ふれあいフェスティバル実行委員会

「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業一覧
今大会より新たに募集しました「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業を順次ご紹介します♪
事業名
第６回
神戸マラソン開
催記念
「感謝と友情」
東日本大震災
復興チャリ
ティーライブ

神戸マラソン
応援フォト
キャラバン

主催

NPO 法人
イベント

サポート兵庫

実施日時
2016 年

11 月19 日（土）
13:00 〜 18:00

※10 月 18 日現在。認定順に掲載。
※詳細については各事業主催者へお問い合わせください。

会場
阪神電車
神戸三宮駅
西口改札出口付近
通路（OPA 横）

神戸マラソンの開催テーマ「感謝と友情」の趣
旨に賛同し、過去５回チャリティーライブを開
催してきました。６回目となる今回も、東日本
大震災からの復興を支援し、チャリティーライ
ブを開催します。
県内と、被災地の学校による合唱や、ジャズイ
ベントなどを実施します。
NPO 法人イベントサポート兵庫

シスメックス
株式会社

【神戸キャラバン】
2016 年 10 月 9 日（日）
神戸ハーバーランド ラジオ関西
「ハーバーボンバー」
10 月 22 日（土）神戸元町商店街
10 月 29 日（土）神戸元町商店街
11 月 5 日 （土）神戸三宮センター街
11 月12 日（土）
神戸ハーバーランド
umie
各日 11:00〜16:00
※予告なくイベント内容を変更・中
止する場合があります。

神戸マラソン
沿道クリ−ン
アップ大作戦

内容

2016 年
神戸市

垂水区役所

11 月 5 日（土）
11:00 〜 12:00
( 雨天中止 )

JR 垂水駅周辺
JR 舞子駅周辺
JR 塩屋駅周辺

☎078-806-8995

神戸マラソンの盛り上げイベントとして、神戸
市内で「神戸マラソン応援フォトキャラバン」
を今年も開催！
特設会場に設置したカメラによる撮影会を行い
ます。神戸の名所をデザインしたバックパネル
の前で撮影した写真は、その場でプレゼント。
皆さまのご参加をお待ちしております！
シスメックス株式会社

☎078-265-0508（平日：9：00 〜 17：00）

11 月は「たるみ☆クリーンアップ月間」です。
「秋のクリーンキャンペーン」として、神戸マ
ラソンの開催にあわせ、垂水区内のマラソン
主要ポイントを中心に沿道の清掃活動を行い
ます。
また、垂水駅では、ゼラニウムの鉢植えの配
布も行います。
垂水区総務部まちづくり課

☎078-708-5151（平日 9:00 〜 17:30）

「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業一覧
今大会より新たに募集しました「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業を順次ご紹介します♪
事業名

足形計測会
＆
ランニング講座
in 三宮プラッツ

主催

アシックス
ジャパン
株式会社

実施日時

※10 月 18 日現在。認定順に掲載。
※詳細については各事業主催者へお問い合わせください。

会場

2016 年
11 月 5 日（土）
無料足形計測会
11:00 〜 15:00

三宮プラッツ

ランニング講座
12:00 〜 13:00

内容
ランニングシーズン到来！
大会にチャレンジする方も、これから走って
みようと思っている方も、まずはあなたの足
を知ることが重要です。
足形計測会では、計測結果をもとに、あなた
に合ったサイズを専門のスタッフがご説明い
たします。
ランニング講座では、サプリメントやサポー
ト商品をご紹介いたします。
ランニングに興味のある方をお待ちしており
ます。

アシックスジャパン株式会社 アスレチック事業部 関西第 2 営業部

アスリート食・DO
料理教室

大阪ガス
株式会社

2016 年
大阪ガス
11 月３日（木・祝）
クッキング
スクール神戸
10:30 〜 13:30

トップアスリートが自身を支えた「食事」を
参加者とともに調理し、おいしく食べること
を通して「健康な身体作り」「感性の磨き方」
のヒントを提供する料理教室を開催します。
今回は、北京五輪女子マラソンの日本代表の
中村友梨香氏が自らの体験をベースにした
「42.195km を走り抜くためのポイントとレー
スに向けた食事について」のセミナーと「ラ
ンナーにお勧めする食」の料理講習を開催し
ます。（調理した食事 5 品を昼食として食べて
いただきます。参加費 3500 円／人）

☎06-6496-5191

※申し込み多数の場合は抽選です。
※詳細は、大阪ガス NOBY T&F CLUB ホームページをご覧ください。
お問合せ先：E-mail：asusyoku@osakagas.co.jp（締切り：10 月 25 日（火）中のメール到着分まで受付）

