第８回神戸マラソン「神戸マラソン・シリーズイベント」認定事業一覧
「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26日現在
※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

主催

実施日時

会場

内容
コースも新たに、神戸マラソンシリーズイベント 第29回六甲シティマラソン大会を開催します。

11月11日（日）

第29回
六甲シティマラソン大会

■神戸市
■神戸市 教育委員会
■（公財）神戸市スポーツ
教育協会
■神戸市陸上競技協会
■神戸新聞社

【開会式】
８：45
【スタート】
９：40から
時差出走

【開会式】
神戸市立
六甲アイランド
高等学校
【コース】
六甲アイランド
10㎞コース
(日本陸上競技
連盟公認)

10kmコースは日本陸連公認コースです。リニューアルした
六甲シティマラソン大会に健脚自慢のランナーからファミリーまで
奮ってご参加ください！
【申し込み締め切り】９月28日（金） ※受付を終了しました。
【定員】10km：2,000人
その他：1,500人
（先着順受付で定員になり次第締め切り）
【参加費】有料
※団体申し込み(10人以上)は参加費が20％引きに。
六甲シティマラソン大会事務局
☎ 078-261-3620 （平日9:00～17:00）

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 11月７日（水）
神戸市シルバー人材センター 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）

２万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の清掃活動を
ボランティアで行います。
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）

10月28日（日）
神戸マラソンへ向けてラストチャレンジ！

第1回
HAT神戸ザ・チャレンジ

【開会式】
９：15(ハーフ）
12：00（30km）
ドリランマラソン実行委員会

【スタート】
９：30～
（ハーフ）
12：15～
（30㎞）

【コース】
HAT神戸
ハーバーウォーク
周回コース

神戸マラソン
応援フォトキャラバン

【申し込み締め切り】10月14日（日） ※受付を終了しました。
【定員】各種目500人（先着順受付で定員になり次第締め切り）
ドリランマラソン大会実行委員会事務局
☎ 078-202-7001 (平日9:30～17:30）

【フォトキャラバン】

■10月７日（日）
10:00～17:00

阪神・淡路大震災後に再開発されたHAT神戸にて、30km及びハーフマラソンを開催。
港町神戸の港湾施設の側を走るコースです。

■10月７日（日）
神戸ハーバーランド
「第23回
ラジオ関西まつり
～ハーバーボンバー
2018～」イベント内

シスメックス株式会社
■11月10日（土） ■11月10日（土）
11:00～17:00 神戸ハーバーランド
umie
※予告なくイベン センターストリート
ト内容を変更・中
止する場合があ
ります。

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！
特設会場にて毎年大好評の撮影会を行います。
神戸をイメージ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。
また、飛んだり跳ねたりする紙のからくり 「ジャンピングはばタン」の
クラフトコーナーも設置しています！
どなたでも無料でご参加いただけますので、
皆さんのご来場をお待ちしております！
問い合わせ
☎078-265-0500（代表）（平日：9：00～17：00）

秋の旧居留地でJAZZを楽しもう！

旧居留地プロムナード
コンサート2018

旧居留地連絡協議会

10月14日（日）
13：00～15：30
（雨天開催）

JAZZの歴史漂うまち神戸旧居留地で大学生だけで
構成された３つのビッグバンドと大学バンドのＯＢによる演奏を
プロムナードコンサートとして開催します。
お気軽にお立ち寄りくださり、ＪＡＺＺの街をご堪能ください。
(入場無料）
朝日ビルディング
１階 ピロティ

【出演バンド】
①ハイカラジャズ楽団
②Sweet Shrimp jazz orchestra
③Swing Arcade Orchestra
④Konan Groovy Quintet
旧居留地連絡協議会事務局
☎ 078-333-2314(10：00～18：00 不定休）
http://www.kobe-kyoryuchi.com/

11月８日（木）

第８回
KOBE豚饅サミット®2018

KOBE豚饅サミット®
実行委員会

・南京町広場
・三宮センター街
１丁目
～11月11日（日） ・大丸神戸店
１階回廊

豚饅（ぶたまん）の発祥の地である神戸で、
「11」を豚の鼻に見立てた11/11を「豚饅の日」として
2011年から開催されている。
中華料理の老舗「老祥記」「四興楼」「三宮一貫楼」などに、
ゲスト参加の熊本の1店を含む全15店舗が、
サミット限定のオリジナル豚饅を販売。
KOBE豚饅サミット® 実行委員会
☎ 078-331-7726

“神戸オリーブフェスタ2018”に参加しよう！

・神戸北野美術館

神戸オリーブフェスタ
2018

インターナショナル
オリーブアカデミー 神戸

11月10日（土）
10:30～16:30

・風見鶏の館前
北野町広場
・北野工房のまち

神戸は、日本で初めて国営オリーブ園が造られた町。
神戸マラソンの１位入賞者の冠は神戸ゆかりのオリーブ樹の枝を紡いで作られます。
11月10日に第４回の神戸オリーブフェスタを行います。
フェスタ当日は“オリーブを愉しむライフスタイル”を提案する講演や実習を開催。
またフェスタを挟んで10月23日～神戸マラソン開催日
の11月18日までの間、北野地区の飲食店では
自慢のオリーブメニュー(有料)をご用意し、
豪華賞品のあたる抽選会に参加できる
スタンプラリーも実施します。
オリーブをいっぱいお楽しみください。
インターナショナル オリーブ アカデミー 神戸
☎ 078-251-0581(10:30～17:00）
オリーブアカデミーのfacebookもご覧ください。
https://www.facebook.com/olive.academy/

11月15日（木）
神戸ポートアイランド４大学

JAF×神戸ポートアイランド
４大学クリーン作戦

神戸学院大学

【開会式】
11:10～11：25

神戸女子大学・神戸女子短期大学

兵庫医療大学
夙川学院短期大学

【清掃活動】
11:25～13:30

【開会式】
神戸学院大学
ポートアイランド
キャンパス
【清掃活動】
ポートアイランド内
（各大学付近）の
神戸マラソンコース

ランナーや応援の方々を気持ちよく迎えるために！
神戸マラソンを前にフィニッシュ地点のある
ポートアイランド内のマラソンコースを
４大学の学生達が、JAF（兵庫支部）と協力し、
清掃活動を行います。
ポーアイ4大学連携推進センター
（神戸学院大学 社会連携部内）
☎ 078-974-1568 （平日9:00～17:30）

「マラソン」をテーマにした作品上映とトークイベント＋体験ブースでスポーツを楽しもう！

神戸スポーツ映画祭！
2018-2019

NPO法人
スポーツ・ビジネス・サロン

11月16日（金）
18：30～20：30

デザイン・
クリエイティブ
センター神戸
（ＫＩＩＴＯ)

日本の映画発祥の地であり、マラソンなど各種スポーツ競技発祥の地が神戸。
この歴史的価値を未来につなげるために2015年度からスタートした
「神戸スポーツ映画祭！」
11月16日にはデザイン・クリエイティブセンター神戸
（ＫＩＩＴＯ)で「マラソン」をテーマにした作品上映と、
昨年度の神戸マラソン女子の部で日本人最高位となった
神戸学院大学 女子駅伝競走部の大樽󠄀瑞葉選手と
森田陽子副監督によるトークイベントも開催。入場無料です！
NPO法人スポーツ・ビジネス・サロン
☎ 078-600-2601(平日10：00～17：00）
ksff2016@gmail.com
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８回神戸マラソンを応援して
東日本の被災地に復興のエールを送ります。

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
■神戸マラソン実行委員会

11月18日（日）
９:00～14:00

新長田 若松公園
（鉄人28号モニュメン
ト）

【ステージイベント】
神戸大学モダン・ドンチキ、吹奏楽演奏、和太鼓演奏、フラダンス、
音寺しをりの歌、サンバ、阿波踊り、古典舞踏
【出店】
イカ焼、フランクフルト、ホタテ焼、カレー、やき鳥、やきとうもろこし、
中華料理、東北物産販売、くじ引きコーナー、やきそば、からあげ、
タンドリーチキン、昔遊びコーナー
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
☎ 090-3272-2182 （平日９:00～18:00）

県立舞子公園でマラソンを盛り上げるイベントが目白押し！
■県政150周年・県のあゆみ展
【場所】県立舞子公園内 旧武藤山治邸
【時間】９:00～15:00頃
【内容】初代県庁模型、兵庫県歴史パネル、歴代県庁舎の写真などを展示。

第8回神戸マラソン
折り返しまつり
in 舞子公園

兵庫県神戸県民センター

11月18日（日）
９:00～15:00
※イベントにより
開始および
終了時間が
異なります。

県立舞子公園内
（旧武藤山治邸・
芝生広場 等）

■シーサイドマルシェ
【場所】県立舞子公園内 芝生広場
【時間】９：00～14：00頃
【内容】神戸地元グルメのフードコーナー、
神戸の新鮮野菜・水産加工品の販売
（JA兵庫六甲、神戸市漁協）、物販、縁日など。
■ジャズイベント
【場所】県立舞子公園内 旧武藤山治邸庭園
【時間】12:00～15:00頃
神戸県民センター県民交流室
県民課（産業・楽しいまちづくり担当）
☎ 078-361-8628（平日９:00～17：00）

現在、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８回神戸マラソンのランナーを応援します！
【スポーツ教室】
元オリンピック選手による走り方教室、「ＩＮＡＣ神戸レオネッサ」のサッカー教室、
「神戸製鋼コベルコスティーラーズ」のラグビー教室、「インラインスケート体験教室」、
「ダルビッシュミュージアム野球教室」、「エレコム神戸ファイニーズ」のチアダンス教室、
「スポーツリズムトレーニング教室」など

第８回
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

11月18日（日）
９:00～14:30

ノエビアスタジアム
神戸

【ステージイベント】
チアダンス、和太鼓、民謡、体操など
【チャレンジ体験コーナー】
「アシックス」のキッズスポーツチャレンジ、
色々なスポーツ体験など
【フードコーナー】
Jリーグなどで出店の人気店が参加！
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
☎ 078-652-5656（平日９：00～17：00）

