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 【神戸市立須磨海浜水族園】 サメづくしの 5日間 

 「スマスイサメWeek」 を開催いたします 

開催期間：2022年 8月 16日（火）～8月 20日（土） 

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：須田貞則）が指定

管理者として運営する、神戸市立須磨海浜水族園（兵庫県神戸市須磨区若宮町、総支配人：齋藤哲

二）では、サメに関するイベントを日替わりで実施する「スマスイサメ Week」を 2022 年 8 月 16 日（火）から

8月 20日（土）の 5日間限定で開催いたします。 

宝探しゲームのように貝がら片に混ざったサメの歯を探す「サメの歯見っけ！」や、サメの歯を使って作る「サメの

歯キーホルダーを作ろう」のほか、自由研究の材料としても活用していただける「サメ図鑑を作ろう」、「サメの解剖

教室」などサメづくしのイベントです。今年の夏休みは遊び感覚で楽しくサメの知識をフカめてみませんか。（事前

申込みが必要なイベントもございますのでご注意ください） 

尚、期間中は営業時間延長に加え、17 時以降の提灯によるライトアップや花火の映像投影などを実施する

「胸に刻む スマスイ最後の夏 スマー・バケーション」も開催しております。ぜひこの機会に須磨海浜水族園へお越

しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 7 月 25 日 SKS-22-13 

URL：https://kobe-sumasui.jp/news/same_week/ 

イベント「サメの歯見っけ！」の様子 波の大水槽で展示しているサメ「シロワニ」 

https://kobe-sumasui.jp/news/same_week/
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【イベント概要】 

1．「サメ顎タッチ」 〈無料イベント〉 

開催日時：2022年 8月 16日（火） 

11：30～12：00 / 14：00～14：30 

開催場所：2階 波の大水槽上部 

内容   ：ハナザメやヨシキリザメなど数種類のサメ顎骨格標本に 

触れることができます。 

参加費  ：無料 ※別途入園料必要、小学生以下は保護者同伴 

 

2．「サメ図鑑を作ろう」 〈有料イベント/事前申込み〉 

開催日時：2022年 8月 17日（水）14：00～15：30 

開催場所：2階 レクチャールーム 

内容   ：5 種類のサメ標本を観察し、体の模様や歯の形をスケッチするほか、体長の計測を行い自分だけ

のサメ図鑑を作っていただきます。また、今年生まれのテンジクザメの赤ちゃんを本イベント限定で

展示いたします。 

定員   ：5組 20名様（保護者含め 1組 4名様まで、応募多数の場合は抽選） 

参加費  ：1名様 1,000円（税込） ※別途入園料必要、材料費含む 

参加対象：小学校 3年生～高校 3年生（大人の方は同伴者のみ参加可能） 

※小学生は保護者同伴、同伴者の方も要申込、要参加費 

参加方法：事前申込みにより当選された方 

持ち物・服装：汚れてもいい服装（雨合羽可）、タオル、筆記用具、カメラ（希望者のみ、スマートフォンで 

も可） 

備考   ：サメの臭いが強い場合があります。 

 

3．「サメの歯見っけ！」 〈有料イベント/事前申込み〉 

開催日時：2022年 8月 18日（木）  

10：30～11：30 / 14：00～15：00 / 15：30～16：30 

開催場所：2階 レクチャールーム 

内容   ：貝がら片に混じったサメの歯を宝さがしゲームのように探していただきます。また、シロシュモクザメや

ヨシキリザメなどのサメ顎骨格標本も展示いたします。 

定員   ：各回 15名様（保護者含め 1組 4名様まで、応募多数の場合は抽選） 

参加費  ：1名様 500円（税込） ※別途入園料必要 

 

 

サメの顎骨格標本 
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参加対象：小学校 3年生以上 ※小学生は保護者同伴、同伴者の方も要申込、要参加費 

参加方法：事前申込みにより当選された方 

 

4．「サメの解剖教室」 〈有料イベント/事前申込み〉 

開催日時：2022年 8月 19日（金）14：00～15：30 

開催場所：2階 レクチャールーム 

内容   ：瀬戸内海に生息するドチザメやエイラクブカなどのサメの解剖を行います。サメの体の中はどうなって

いるのか、解剖をしながら一緒に勉強しましょう。 

（1組につき 1種 1匹のサメを解剖していただきます） 

定員   ：5組 10名様（保護者含め 1組 2名様まで、応募多数の場合は抽選） 

参加費  ：1名様 1,000円（税込） ※別途入園料必要、材料費含む 

参加対象：小学校 5年生～高校 3年生（大人の方は同伴者のみ参加可能） 

         ※小学生は保護者同伴、同伴者の方も要申込、要参加費 

参加方法：事前申込みにより当選された方 

持ち物・服装：汚れてもいい服装（雨合羽可）、タオル、筆記用具、 

           カメラ（希望者のみ、スマートフォンでも可） 

備考 ：サメの臭いが強い場合があります。 

 

5．「サメの歯キーホルダーを作ろう」 〈有料イベント/事前申込み〉 

開催日時：2022年 8月 20日（土） 

10：30～11：30 / 14：00～15：00 /  

15：30～16：30 

開催場所：2階 レクチャールーム 

内容   ：波の大水槽で展示しているサメの歯を使って、オリジナル 

キーホルダーを作ります。飼育員によるサメの歯の解説も 

行います。 

定員   ：各回 20名様（保護者含め 1組 4名まで、応募多数の場合は抽選） 

参加費  ：1名様 500円（税込） ※別途入園料必要、材料費含む 

参加対象：5歳以上 ※小学生以下は保護者同伴、同伴者の方も要申込、要参加費 

参加方法：事前申込みにより当選された方 

  

サメの歯キーホルダー（イメージ） 
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【イベント事前申込要項】※有料イベント共通 

申込期間：７月 25日（月）～8月 7日（日） 

申込方法：生きものスクール・イベントオンライン予約ページ、または往復はがきにてお申込みください。 

〈オンライン予約〉水族園公式 HP よりアクセスいただきお手続きください。 

URL：https://kobe-sumasui.jp/news/same_week/ 

※各イベントは 1名様 1回のみ申込み可能です。1日 2回以上実施するイベントは、重複 

申込みができませんのでご注意ください。イベントにより対象や申込み人数が異なりますので、 

お確かめのうえお申込みください。 

※event_sumasui@granvista.co.jp からのメールを受け取れるように設定してください。 

〈往復はがき〉参加者全員の氏名、年齢、代表者の氏名、住所、電話番号、希望するイベント 

名と希望時間を明記のうえ、下記宛先までお申込みください。 

〒654-0049 神戸市須磨区若宮町 1丁目 3−5  

須磨海浜水族園「スマスイサメWeek」係 

※各イベントは１名様１通まで申込み可能です。1日 2回以上実施するイベントは、重複申 

込みができませんのでご注意ください。イベントにより対象や申込み人数が異なりますので、お 

確かめのうえお申込みください。 

※返信はがきの表面には、返信先（郵便番号・住所・氏名）をご記入ください。返信はがき 

にて抽選結果をお知らせいたします。 

注意事項：・素手で魚にさわっていただきます。アレルギー等をお持ちの方は、各自で対策いただきますようお

願いいたします。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、レクチャールームへの入室は参加者の方のみに限らせ 

ていただきます。原則、対象年齢未満の方の入室はご遠慮ください。 

・新型コロナウイルス感染拡大の状況や生きものの状態により、変更や中止となる場合が 

ございます。 

・当園が定める新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いいたします。 

 

«参考» 

「胸に刻む スマスイ最後の夏 スマー・バケーション」 

開催日時：2022年 7月 23日（土）～8月 28日（日） 9:00～20:00(最終入園 19：00) 

内容   ：「ペンギンのエサやり体験」やスマスイの裏側に潜入できる「バックヤードツアー」などイベントを開催する  

ほか、17：00 以降は観覧通路のライトアップや、波の大水槽前エントランスでの花火の映像投影 

をお楽しみいただけます。また、16：00 以降にご入園の小・中学生の方は、入園料が無料になる

「夏休み特別優待」も実施いたします。イベントの詳細は公式ホームページにてご確認ください。 

URL    : https://kobe-sumasui.jp/ 

https://kobe-sumasui.jp/news/same_week/
https://kobe-sumasui.jp/
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グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとし

て誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテ

ル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウ

エイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域

とともに歩んでいます。 

 

企業名： 株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート 

所在地： 東京都千代田区内神田 2-3-4 S-GATE大手町北 5F 

創立： 1958年 8月 27 日 

資本金： 1 億円 

代表取締役社長： 須田 貞則 

TEL： 03-5209-4121 （代表） 

URL： granvista.co.jp 

Facebook： facebook.com/granvista.co.jp 

「スマスイ」の愛称で親しまれている須磨海浜水族園は、サメやエイなど約

80 種類 1,000 匹の海の生きものたちが優雅に泳ぐ幻想的な「波の大水

槽」や、ペンギンやアザラシを間近に観察できる「水辺のふれあい遊園」など

様々な展示方法で生きものたちの生態を学ぶことができます。また、生きも

のや環境について学ぶことのできる学習プログラムの提供や園内外における

調査研究活動等にも力を入れています。 

※神戸市立須磨海浜水族園は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。 

 

名称： 神戸市立須磨海浜水族園 

所在地： 〒654-0049  

兵庫県神戸市須磨区若宮町 1丁目 3−5 

TEL：078-731-7301 

開園： 1987年 

URL： kobe-sumasui.jp 

Facebook： facebook.com/Kobe.sumasui/ 

Twitter ：  twitter.com/kobe_sumasui 

Instagram： instagram.com/kobe_sumasui/ 

 

施設一覧 

札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /  

ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / ホテル・ザ・ルーテル / 京町家 京都二条 さわら木の宿 /   

京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸市立須磨海浜水族園（指定管理） /   

苫小牧ゴルフリゾート 72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /   

 

https://www.granvista.co.jp/
https://www.facebook.com/granvista.co.jp
https://kobe-sumasui.jp/
https://www.facebook.com/kobe.sumasui/
https://twitter.com/kobe_sumasui
https://www.instagram.com/kobe_sumasui/

