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2022.4 ▶2023.3 施設・スクール・イベントのご案内

兵庫県立円山川公苑

施設のご案内

美術館展覧会
●

但馬ゆかりの画家たち・風景画を中心に

4月23日㈯〜8月28日㈰

版画家 河原英雄の世界
● 全但高校美術連盟展
●

プール

7月16日㈯～8月31日㈬

9月17日㈯〜1月9日（ 月・祝）
2月3日㈮〜3月2日㈭ ※無料

開館時間 9:00〜17:00 観覧料 大人200円、70歳以上100円、

50m屋外プールです。幼児・小学生用に水深を浅くしたコーナーもあります。

高校生以下 無料

※20名以上の団体割引料金、障がい者割引あり

営業時間 10:00〜19:00 利用料 大人250円、70歳以上・小中学生以下100円
※1コース単位の専用
（団体）
利用もできます。

カヌー・カヤック・SUP
3月19日㈯～11月20日㈰
団体はもとより、一人でも安 全にカヌー・
SUPを体験できるフィールドです。
営業時間 9:00〜17:00 利用料 ● カナ
ディアンカヌー600円［最大3人乗り、幼
児の方は保護者の方とご一緒にどうぞ］
● カヤック450円［小学1年生以上からひ
とりでご利用いただけます。
（二人乗りもあ
ります）］● SUP（スタンドアップパドル）
1,000円 ● カッター1,900円［1艇当たり
大人9人、小学生15人乗りです。
］

アイススケート

※すべて1艇1時間の大人料金です。
※団体利用時間、イベント開催日はご利用
いただけません。事前にお問い合わせく
ださい。

11月23日（水・祝）～3月5日㈰
屋外アイススケートリンクです。氷点下の不凍液を循
環させて氷を維持しています。

インラインスケート
3月20日㈰～11月20日㈰

一般営業時間 10:00〜18:30
（ナイター営業日は、
20:45まで） 専用営業時間 8:00〜9:45・19:00
〜21:00 利用料 大人500円、70歳以上・中学生
以下250円、貸スケートシューズ 500円

屋外インライン専用コートで安全・快適に滑って
いただけます。用具のレンタルもあります。
営業時間 9:00〜17:00
利用料 大人400円、70歳以上・小中学生以下

300円
（用具レンタル300円）
※専用（団体）利用もできます。雨天はご利用い
ただけません。

円山川公苑1Dayパスポート
大人（高校生以上） 1,500 円
小中学生

1,000 円

各種カヌー・カヤック・SUPはじめ、インラインスケート、
美術館、プールなど、営業しているすべての施設をご利用
いただけるチケットです。
※当日、窓口でお買い求めください。
※繁忙時間帯はカヌー・カヤック・SUPがご利用いただけないこと
があります。
※イベント・団体利用日等は販売しておりません。

その他施設
●

多目的室（会議室）

各種講習会や会議・教室・イベントにご使用いただけ
ます。
（利用料午前1,000円、午後1,700円など）

※現在、当施設で定期的に教室を開かれる方を募集して
います。詳細はお問合せください。
●

芝生センター広場

整 備された芝生コートです。
（約5,50 0㎡）
小学生の
サッカー大会、グラウンドゴルフ大会などの専用利用
もできます。
（半日2,000円・1日4,000円）

公苑カップ
スクール・イベントのご案内

カヌー・カヤック
レッスンを受けて、すぅーいすい！

円山川ショートカヌーツーリング
（asoview/じゃらんnet）
対 象 小学生〜大人 定 員 各期10名（小学
生は保護者の方の参加が必要です。）
開催日 asoview・じゃらんnetに掲載している開
催日時をご確認いただき、どちらかのサイトからお
申込みください。シーズンを通して開催しています。
受講料 大人2,500円、小中学生1,500円

翡翠（カワセミ）の池でリバーカヤックの基本漕法の
レッスンを受けた後、円山川に出てショートツーリン
グを体験していただきます。
特 典 ご参加日に営業している他の施設がすべ
て無 料でご 利用いただけます。
（インラインスケー
ト、プール、美術館など。季節、天候により営業して
いない場合があります。）

特典いっぱい！

カヌー・カヤックお手軽体験コース
（asoview/じゃらんnet）
対 象 小学生〜大人 定 員 各期20名（小学
生は保護者の方の参加が必要です。4歳以上の幼児は
無料でご参加いただけます。）
開催日 asoview・じゃらんnetに掲載している開
催日時をご 確認いただき、どちらかのサイトからお
申込みください。シーズンを通して開催しています。
受講料 大人1,300円、小中学生800円

JRCA 公認円山川カヌースクール
各種カヌー・カヤック・SUPに自由に乗っていただく
イベントです。初心者の方のためのカヌーレッスンも
実施します。タープテントなどを持ちこんで、1日ゆっ
くりとお過ごしください。強風等天候状況によって
は、円山川を使用しないで、翡翠の池のみで開催す
ることもあります。
（ご都合のいい時間からご参加く
ださい。）
特 典 ご参加日に営業している他の施設がすべ
て無料でご利用いただけます。
（インラインスケー
ト、プール、美術館）

JRCAカヌー公認指導員
講習・検定会
大人（高校生以上） 定 員 8名
4/22㈮・23㈯
［初日］9:15〜17:00（AM理論講習 PM実技講習）
［2日目］9:15〜15:00（筆記試験・実技試験）
講習料 16,500円、 検定料 16,500円（カヤッ
ク等レンタルは別途2,000円）
対 象
開催日

公益社団法人日本カヌー連盟公認のインストラク
ター資格の講習・検定会です。MOCのイグザミナー
（検定員）を招致して開催します。カヤックの基礎
技術全般を学び、JRCA公認インストラクターの資
格を取得することができます。※詳細はお問い合わ
せください。

※6/5㈰は「2022川旅・楽々浦カヌーツーリング」
（ミナコレ実 行委員会主催）と同時開催の予定で
す。詳細は4月中旬に発表されます。

円山川・楽々浦カヌーツアー
（mont-bell主催）
小学生〜大人 定 員 各期10名（小学生は
保護者の方の参加が必要です） 開催日 ［1期］4/29
（ 金・祝）、
［2期］5/29㈰、
［3期］9/25㈰ 各期13:00〜
15:45 受講料 5,100円（大人子ども同額）
対

象

景勝地「楽々浦」を巡るショートカヌーツアーです。初心
者の方には、安定したリバーカヤックや二人乗りカヤック
を配置しますので、カヌーの経験が無い方でも、安心して
ご参加いただけます。
（天候状況により楽々浦に行けな
い場合は、港大橋下流へのツアーに変更することがあり
ます）※このツーリングはMOC（モンベル・アウトドア・
チャレンジ）との共催事業です。MOCのホームページか
らお申し込みください。
（詳細もご確認いただけます）

カヌー・カヤック団体体験プログラム

対 象 小学生〜大人（10名以上のグループ、小学生
は保護者の方の参加が必要です。4歳以上の幼児は無料
でご参加いただけます。
） 開催日 希望日時（要予約・
2時間） 受講料 大人1,000円、小中学生600円

学校行事、PTA活動、地域子ども会活動、ご家族お友
達など10名以上、100名までの団体を対象に、インスト
ラクターを配置して安全に楽しくリバーカヤック（一人乗
り、二人乗り）
、カナディアンカヌーを自由に体験してい
ただく内容です。近隣の城崎温泉等に宿泊される旅行グ
ループの方々にも好評をいただいています。
（スクール・
団体利用がある場合は、ご予約いただけないことがあり
ますので、お早めにお問い合わせください）
…………………………………………………………………

円山川公苑自然学校

カヌー・カヤック・カッター体験プログラム

インストラクターによる30分程度の実技レッスン後、
リバーカヤック、カナディアンカヌー、二人乗りカヤッ
ク、SUP等を自由に乗っていただけるプランです。休
憩しながら体験できますので、親子での参加も好評で
す。6月～9月の翡翠（カワセミ）の池は、弁慶カニをは
じめ、小魚、エビが沢山います。網やバケツも無料で貸
し出していますので、魚取りなど、水辺の生物観察も
遊んでいただけます。

対 象 小学校（自然学校団体等） 開催日 4月〜11
月中旬 受講料 100円（艇の使用料は別途必要）

主に兵庫県の小学5年生を対象に実施されている自然
学校団体を対象に、カヌー・カヤック・カッターを楽しく
安全に体験していただきます。一斉実施の場合は最大約
200名まで対応できます。毎年200校を超えるご予約を
いただいている人気プログラムです。
（円山川公苑公式
YouTubeチャンネルで活動の様子を紹介しています。ご
覧ください。
）

特 典 ご参加日に営業している他の施設がすべ
て無料でご 利用いただけます。
（インラインスケー
ト、プール、美術館など。季節、天候により営業して
いない場合があります。）

…………………………………………………………………

愛犬と楽しむカヤック体験
（mont-bell主催）

小学生〜大人 対 象 10名（小学生は保護
者の方の参加が必要です） 開催日 ［1期］10/16㈰、
［2期］11/6㈰ 各期13:00〜15:45
受講料 大人5,500円、小中学生3,500円
対

円山川カヌー体験Day
対 象 小学生〜大人 定 員 各期100名程度
（小学生は保護者の方の参加が必要です。4歳以上
の幼児は無料でご参加いただけます。
）
開催日 ［1期］5/3（ 火・祝）、
［2期］5/4（水・祝）、
［3
期］6/5㈰※、
［4期］7/24㈰ 各期9:30〜16:00
受講料 大人1,500円、小中学生1,000円

象

愛 犬と一 緒にカヌーに乗って楽しんでいただく内容で
す。大型犬でも大丈夫なカヌー・カヤックを配置いたしま
す。翡翠の池で練習した後に、円山川でショートツーリン
グします。
（天候状況により池のみで実施する場合があ
ります）
※このツーリングはMOCとの共催事 業です。MOCの
ホームページからお申し込みください。
（詳細もご確認
いただけます）

…………………………………………………………………

２０２２チャレンジカヌーin円山川
（円山川実行委員会主催）

象 障がいのある方、カヌーサポートができる方な
定 員 60名 開催日 10/2㈰ 10:30〜15:00
受講料 1,000円（保険料含む）
対

ど

障がいのある、なしに関わらず、カヌーを通して、共に楽
しみ親睦を深めるイベントです。初心者の方のためのカ
ヌーレッスンやショートツアーも実施します。所定の申込
み書がありますので、ご請求ください。
※当円山川公苑では、障がいのある方にもカヌーの体験を
楽しんでいただけるよう体制を整えています。このイベン
ト以外でも体験できますので、お問い合わせください。

アイススケート
スクール・イベントのご案内

スケートリンクイベント等

アイススケート
シロクマスケート教室

就学前1年以内の幼児〜小・中学生
30名 開催日 11/23（水・祝）・11/27㈰、
12/4㈰・18㈰・25㈰、1/5㈭・15㈰・29㈰、2/5㈰・
12㈰ 16：00〜17：00 計10回
受講料 6,000円(利用料込) ※貸靴は別途料金必要
対
定

象
員

スケートリンクイベント等

スケートリンクオープニングイベント
対 象
開催日

一般
11/23（水・祝） 10：00〜18：45

公苑カップ

公苑マスコットのシロクマくんが登場します。利用優待券の
プレゼント、初心者のための無料レッスンも実施します。

シーズンを通して実施するスケート教 室です。到達 別グ
ループレッスンで実施しますので、初めての方はもとより、
レベルアップを目指す方でも、ご満足いただける内容で
す。また、本教室受講者はスケートシーズン会員となり、教
室開催日以外でも滑走料をお支払いいただく必要はあり
ません。代表的スポーツをぜひ習得してください。

インライン・アイスホッケー体験会
（兵庫県アイスホッケー連盟/ホワイトベアーズ育成会主催）
対

象

年長児〜小学生

自主運営クラブ「但馬ホワイトベアーズ」と兵庫県ア
イスホッケー連盟がホッケー普及のために開催する
体験会です。4月から10月はインラインスケート・ホッ
ケー体験、11月から3月はアイスホッケー体験です。
参加は無料です。
（用具も無料でレンタルできます。
）
※お電話、メールでお問い合わせください。
（通年）

アイススケート

公苑カップ

カヌー・カヤック
スケートリンクイベント等

カヌー・カヤック

JRCA 公認円山川カヌースクール

ウィンター・アイスフェスティバル
…………………………………………………………………

シロクマシーズン会員
対 象
開催日
受講料

就学前1年以内の幼児〜小・中学生
11月〜3月スケートリンク営業期間
3,500円 ※貸靴は別途料金必要

いつでも自由にアイススケートを楽しめるシーズン会員
コースです。
（レッスンの設定はありません）
…………………………………………………………………

ペンギンスケート教室

就学前1年以内の幼児〜小・中学生
各期15名
［1期］12/10㈯・11㈰、
［2期］1/3㈫・4㈬、
［3期］2/4㈯・5㈰ 各期10：45〜12：00
受講料 各期2,500円(利用料・貸靴料込)
対 象
定 員
開催日

初心 者を対 象に、靴の履き方からはじまり、徐々にス
テップアップし滑る楽しさを学んでいただく2日間の短
期集中教室です。
…………………………………………………………………

1Dayスケート教室

就学前 1 年以内の幼児〜大人
各期10名 開催日 ［1期］11/27㈰、［2期］
12/18㈰、
［3期］12/29㈭、
［4期］1/5㈭、
［5期］1/8㈰、
［6期］1/29㈰、［7期］2/11（ 土・祝 ）、［8期］2/23（木・祝 ）
各期11：00〜11：45 受講料 各期1,500円（大人、子ども
同額）
（利用料・貸靴料込）
対
定

象
員

初心者のための1回（約45分）で終了するスケート教室
です。スケーティングの基礎を学んで楽しく滑りましょ
う。親子でもご参加いただける教室です。

お申込み方法

１
２

対

象

一般 開催日 1/15㈰ 10：00〜18：45

フィギュアスケート選手による演技会、カーリング、
アイスホッケー体験コーナーの設置など、氷上を目
一杯楽しんでいただく内容です。

レディースday
対 象
開催日

公苑カップ
第32回円山川公苑カップ

但馬少年サッカー大会
対 象
開催日

但馬内少年サッカーチーム
10/29㈯・10/30㈰

カヌー・カヤック

但馬地域のジュニアチームによるサッカー大会です。芝
生広場で開催します。
（但馬サッカー協会主催）

女性（高校生以上）
12/17㈯、1/21㈯、2/18㈯

女性の方の利用料を無料にします。また、この日は20：50
までナイター営業します。
（貸スケートシューズ代は必要です。
）
…………………………………………………………………

クリスマスイベント
対

象

一般 開催日 12/25㈰

入場者の方へお菓子のプレゼントや初心者無料レッスン
を開催します。また、ナイター営業日
（20：50まで一般滑
走可能）
としていますので、夜のスケートリンクをお楽し
みいただけます。

インラインスケートシーズン会員
希望者30名
4月〜11月［レッスン設定日］4/17㈰、
5/8㈰、6/12㈰ 11：00〜11：50 計3回
受講料 2,500円（滑走料・用具レンタル料含む）
対 象
開催日

…………………………………………………………………

第31回円山川公苑カップ

兵庫Jr.アイスホッケー大会
対

象

県内アイスホッケーチーム 開催日 12/3㈯

兵庫県内の小学生アイスホッケーチームによる大会で
す。地元「但馬ホワイトベアーズ」も出場します。

シーズン期間中、いつでも自由に滑ることができる会員
コースです。はじめてインラインスケートをする方は、レッ
スン日を3回設定していますので、ぜひご参加ください。

公苑窓口、電話、ＦＡＸまたは、ホームページからご希望の教室名、開催日
（期）
、
住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。
予約完了後、スポーツ障害保険の加入を希望される方は、開催日１週間前までに
受講料及び保険料※を公苑窓口でお支払いいただくか、右記口座にお振り込み
ください。その他の方は、各教室、イベント等の開催初日
（お越しいただいた時）
に窓口でお支払いください。
※スポーツ安全保険料
（中学生以下800円、大人1,850円）
お申込み年度内の教室
に有効です。教室開催中の怪我等については、本傷害保険金額により対応する
こととなりますので、あらかじめご了承ください。補償の詳細は、スポーツ安全
協会HP http://www.sportsanzen.org でご確認ください。

兵庫県立円山川公苑
指定管理者：兵庫県体育協会円山川公苑グループ（公益財団法人兵庫県体育協会・株式会社加藤商会）

振 込 口 座
但馬銀行城崎支店 普通預金 ７１４６７５７
名義 ヒョウゴケンタイイクキョウカイ
当公苑から振込用紙等をお送りすることはありません。参加される方
のお名前で、ご入金ください。また、振込手数料はご負担ください。
● キャンセルについては、開催時間までにご連絡ください。保険料を
除いて全額返金します。
● 天候等により開催中止する場合は、SNS等でお知らせいたします。
●

TEL.０７９６-２８-３０８５ FAX.０７９６-２８-３０８７

〒６６９－６１２３ 豊岡市小島１１６３ HP http://www.maruyamagawa.com * info@maruyamagawa.com
休苑日

4月及び11月から３月までの毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は開苑し、翌日休苑）
と年末12/31、年始1/1

※５月から10月までは無休です。また、冬休み期間中の月曜は開苑します。

各施設の営業期間、各種教室・イベントは予定です。予告なく変更する場合があります。

