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しあわせの村５月通信～新緑の季節のイベント～
１． 趣旨
しあわせの村では、さまざまの世代が交流できる機会を提供し、子どもから大人をはじめ、高齢者や障が
い者も誰もが楽しめるようなイベントを開催しています。さわやかな新緑とともに皆様をお迎えします。
２． 内容等
（１）しあわせマルシェ ハッピー抽選会
感謝の気持ちを込めて…しあわせプレゼント！
日時 5 月 3 日（水曜・祝日）10 時から（景品がなくなり次第終了）
場所 温泉健康センターしあわせマルシェ
内容 しあわせマルシェで 1,000 円以上お買いものされたお客様は
抽選会にご参加いただけます。何が当たるかはお楽しみに！
しあわせマルシェ
（２）わくわく HAPPY 工作体験
木や実を使って動物などいろいろなものが作れるよ！
日時 5 月 4 日（木曜・祝日）11 時から 15 時（材料がなくなり次第終了）
場所 温泉健康センター和室前
内容 しあわせの村の自然素材を使って作るオリジナルクラフト作り
参加費 300 円（1 作品）
工作作品例
（３）わいわいストリート
芝生広場で、いろんな遊びを楽しもう！（雨天中止）
日時 5 月 5 日（金曜・祝日）10 時 30 分から 15 時 30 分（受付 15 時まで）
場所 芝生広場
対象 小学生以下（当日先着 1,000 名）
内容 昔あそび（竹馬・紙ひこうき・けん玉他）
バルーンアートや木工工作など親子で楽しめます
参加費 200 円
皿まわし
（４）HAPPY ステージ
見て、聴いて、感じよう！みんなで盛り上がろう！（雨天中止・観覧無料）
日時 5 月 5 日（金曜・祝日）11 時から 15 時
場所 温泉健康センター オープンテラス
内容 市内で活動するチームのパフォーマンスを披露します
縁日（1 回 100 円）もあります
パフォーマンスの披露

（５）変わり湯「しょうぶの湯」
血行促進、リラックス効果があると言われています
日時 5 月 5 日（金曜・祝日）20 日（土曜）21 日（日曜）
10 時から 22 時（最終受付 21 時）
場所 温泉健康センタージャングル温泉しあわせの湯
入浴料
大人
中学生以下

高齢者・障がい者 400 円
障がい者
200 円

一般 800 円
一般 400 円

ジャングル温泉しあわせの湯

（６）人形劇団「どんぐり」公演
たのしい人形劇を無料でご覧いただけます
日時 5 月 7 日（日曜）午前の部 11 時 午後の部 13 時 30 分
場所 たんぽぽの家ロビー
演目 人形劇 「こぶとりじいさん」

人形劇団「どんぐり」公演

（７）母の日イベント
お母さんへ、感謝の気持ちを伝えよう
日時 5 月 14 日（日曜）11 時から 15 時
場所 温泉健康センター和室前
内容 プレゼントをつくって、感謝の気持ちを伝えよう（無料）
同時開催 スライム作り（1 回 200 円）
プレゼント作り
（８）マンスリーミニコンサート
童謡からオペラまで幅広い音楽をお届けします
日時 5 月 14 日（日曜）13 時 30 分から 14 時 10 分（観覧無料）
場所 本館・宿泊館エントランスホール
出演 神戸市混声合唱団
マンスリーミニコンサート
（９）しあわせの村探検ツアー
しあわせの村の社会人ボランティアグループが、車いす体験など
交えながら村の魅力をご紹介します（雨天中止）
日時 5 月 14 日（日曜）
スタート時刻 ①11 時 ②13 時 ③14 時
（受付は各回開始の 30 分前から）
受付場所 芝生広場特設テント
定員 各回 10 組
申込方法 当日先着順

しあわせの村探検ツアー

（10）マルシェの日
生産者さんとのコミュニケーションを楽しんでみませんか
日時 5 月 20 日（土曜）21 日（日曜） 10 時から 15 時（売り切れ次第終了）
場所 しあわせマルシェ
内容 ・遊工房が全粒粉使用の丹波黒豆パン・丹波大納言小豆パン等の販売
・共進牛乳の国産果汁 100％ジュースの試飲会（20 日のみ）
・芦屋ゾーヌがはちみつ・はちみつ関連商品販売（20 日のみ）
・アゲインファームが軽トラで野菜を販売(21 日のみ）
アゲインファームの野菜販売
（11）カブトムシの幼虫観察会参加者募集（成虫観察会は 7 月に予定）
しあわせの村にある里山にすむカブトムシの幼虫を観察した後、今年の成虫の
産卵場所をみんなでつくります
日時 5 月 21 日（日）9 時 30 分から 12 時
場所 しあわせの村内
対象 小学生とその保護者
定員 15 組（抽選）
参加費 無料
申込方法 ハガキまたは電話
締切 5 月 15 日（月）消印有効
問合先 NPO 法人グループわ 電話 078-743-8101 FAX078-743-3830
送付先 〒651-1102 神戸市北区しあわせの村内
グループわ カブトムシ観察会係

カブトムシ幼虫

カブトムシ成虫

