


　　　申込みの開始日がイベントによって異なります。ご注意ください。
　　　　（往復はがきでお申込みの場合、申込期間外に到着したものは落選となります）

7月・8月・9月の申込講座・イベントのご案内
※就学前のお子さまは保護者同伴でご参加ください。
※事前申し込みのものは開催日時点での年齢・学年でお申し込みください。
※参加費の記載のないものは無料です。有料のものは５階事務室で受付をします。無料のものは直接会場までお越しください。
※合理的配慮の必要なお子さまについてはお知らせください。
※�神戸市に大雨・暴風・洪水・高潮・大雪の気象警報が発表された場合、館の規定により臨時閉館となります。なお、講座等につきましては、開始の2時間前に上記の気象警報
が発表されている場合は延期または中止となります。また、その後に発表された場合も、延期または中止となる場合があります。

防�災

「プレイルーム」[造形スタジオ」「音楽スタジオ」「コンピュータープレイルーム」
「あかちゃんスペース」などのルームは、毎日楽しく利用できます。

♪ディリ―ルームで楽しくあそべます♪♪ディリ―ルームで楽しくあそべます♪

７
月

14日（土）
10:30～12:30 703A

料理が好きになる教室
「カーモパン」
☆１☆２

小学生以上 各32名 神戸市生活指導研究会

お料理キッズを目指して、「カーモ」パン作りに挑戦します。生地をこ
ねるところから体験し、じっくり発酵させた生地を成型し、焼き上げ
ます。こべっこランドのマスコットキャラクター「カーモ」を作ってみま
しょう。お持ち帰りです。
アレルギー物質（7品目）のうち卵・小麦粉　使用
●参加費/300円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

６/９～
６/30
消印有効

14日（土）
13:30～15:30 703B

15日（日）
10:30～12:30 703C

15日（日）
13:30～15:30 703D

14日（土）
10：00～11:30 704

とんで！はずんで！
　　たのしいスポーツ！
☆２

発達が
ゆっくりな小学生 20名 障害者スポーツ

振興センター
トランポリンやボールなどを使って楽しく体をうごかしてあそびましょう。
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

６/９～
7/3

消印有効

15日（日）
Ⓐ10:00♥ Ⓑ11:00♡
Ⓒ13:00♥ Ⓓ14:00♡
Ⓔ15:00♥ Ⓕ16:00♡

ハンドベルにチャレンジ ♥幼児向け
♡小学生向け 各６名 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

ドイツ製のハンドベルを使って、正しい持ち方やならし方をマスターし、
すてきな音色を響かせましょう。
※９：30より６階音楽スタジオで参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

16日（月・祝）
14:00～15:00 705

コンサート
「かば☆うまの遊び歌LIVE♬」
☆３

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

200名 かば☆うま
遊び歌で笑顔をお届けする男性保育士２人組の「かば☆うま」です。大人
も子どももみんなで楽しめるLIVEです。
〔場所：７階こべっこホール〕

６/９～
先着順
受付

21日（土）～29日（日）
Ⓐ11:00～12:00
Ⓑ13:30～14:30
Ⓒ15:00～16：00
※最終日はＡ，Ｂのみ
※７月23日（月）は休館日

夏休みあそびワールド
巨大迷路に挑戦！

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

各150名 こべっこランドスタッフ
こべっこホールが巨大迷路に大変身！行き止まりや、まわり道がいっ
ぱいです。迷わずに出てこられるかな？
※10：30より７階こべっこホール前で、各回の参加券を配布します。
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

22日（日）～29日（日）
10:00～16:30
※最終日は15:00まで
※７月23日（月）は休館日

こべっこ昆虫展
幼児と保護者
または18歳未満
の児童

ー 神戸小動物生態研究会
ヘラクレスオオカブトやギラファノコギリクワガタ、ニジイロクワガタな
どの生きた昆虫が大集合します。
1,000点以上の珍しい標本も見ることができます。
〔場所：７階研修室〕

８
月

１日（水）～３日（金）
10:00～10:50 801A   できるようになる教室

～とびばこ編～（３日連続）
☆１☆２

小学４年生～５年生 各20名 株式会社：ジャパン
アスリートクラブ

初心者向けの教室です。助走の仕方や手のつき方など基本をしっかり練
習します。この機会にできるようになろう!!
●参加費/1500円
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

６/９～
７/18
消印有効１日（水）～３日（金）

11:00～11:50 801B

５日（日）
Ⓐ10:00♥ Ⓑ11:00♡
Ⓒ13:00♥ Ⓓ14:00♡
Ⓔ15:00♥ Ⓕ16:00♡

ドラムにチャレンジ ♥幼児向け
♡小学生向け 各８名 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

人気の楽器「ドラム」の基本的なならし方を練習します。9月２日（日）・１０
月７日（日）も実施します。
※９：30より６階音楽スタジオで参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

５日（日）
13:30～15:00 803 魔法の板カプラ®であそぼう

☆３
５歳以上の幼児と保護者
または18歳未満の児童 100名

カプラインストラクター
エール株式会社
筧　智

カプラインストラクターの方にカプラの基本からいろいろな遊びを教え
ていただきます。たくさんの作品を作ってみましょう。
●参加費/子ども１名につき300円
 〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

６/９～
７/22
消印有効

７日（火）～８日（水）
10:00～10：50 ８０４A できるようになる教室

～なわとび編～（２日連続）
☆１☆２

小学１年生～３年生 各20名 株式会社：ジャパン
アスリートクラブ

初心者向けの教室です。基本をしっかり練習します。この機会にできるよ
うになろう!!
●参加費/1000円
〔場所：4階育成室〕 抽選

６/９～
７/24
消印有効７日（火）～８日（水）

11:00～11:50 804B

７日（火）～12日(日)
Ⓐ13：00～14：15
Ⓑ14：30～15：45

カプラ®で自由に
遊んでみよう！

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

各100名 ー
カプラを使って自由にあそぶことができます。色々な作品づくりに
チャレンジしてみましょう！
〔場所：７階こべっこホール〕

15日（水）～17日（金）
10:00～10:45 805A ストリートダンスレッスン

（３日連続）
☆２

小学１年生～２年生
各30名 日本ストリート

ダンススタジオ協会

この夏はストリートダンスに挑戦してみませんか？ストレッチから始めて
音楽に合わせて体を動かします。最終日にはみんなでかっこいいダンス
を発表します。
●参加費/1,500円
 〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

６/９～
8/1

消印有効15日（水）～17日（金）
11:00～11：45 805B 小学３年生～６年生

19日（日）
Ⓐ10:00♥ Ⓑ11:00♡
Ⓒ13:00♥ Ⓓ14:00♡
Ⓔ15:00♥ Ⓕ16:00♡

ハンドベルにチャレンジ ♥幼児向け
♡小学生向け 各６名 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

ドイツ製のハンドベルを使って、正しい持ち方やならし方をマスターし、
すてきな音色を響かせましょう。
※９：30より６階音楽スタジオで参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

19日(日）
Ⓐ13：30～14：30
Ⓑ15：00～16：00

ボランティアリーダーとあそぼう ！
～あつまれちびっこにんじゃパーク～

満５歳～小学６年生
（未就学児は保護者同伴） 各50名 こべっこランドボランティア

ボランティアリーダーやお友達と一緒ににんじゃに大変身！かっこい
いにんじゃをめざそう☆
※運動靴と動きやすい服装でお越しください。
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

21日(火）・22日（水）
（２回シリーズ）
10:30～12:00

806
こども福祉体験
「点字・アイマスク・車いす体験」
☆２

小学生以上
（保護者の見学可） 50名

神戸市立点字図書館
日本障害者ローン
ボールズ連盟会長
児島　久雄
澤村義肢製作所

１日目は車いす体験を通して、車いすを押す難しさや言葉のかけかたな
どを学びます。また義肢装具士の方から、義手や義足についての話を聞
きます。
２日目は点字や盲導犬の役割の話を聞き、点字やアイマスク体験を通し
て視覚障がいについて学びます。
※２回連続シリーズです。
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

７/１～
８/7

消印有効

２２日（水）
13:30～15:00 807 マリンバワークショップ

☆２
小学生以上 10名 マリンバ奏者

安永　早絵子　他

マリンバは木琴の王様です。プロの演奏を聴いてその素敵な音色にチャ
レンジしてみましょう。
●参加費/500円
〔場所：6階音楽スタジオ〕 抽選

７/１～
8/８

消印有効

22日（水）
10：00～11：30 808

神戸高専　科学教室①
「ロボットハンドをつくろう」　
☆２

小学１年生～２年生 25名 神戸市立工業高等専門学校
未来からやってきた、あの国民的大人気ロボットと同じ？！“何でもつかめる

（？）ユニバーサルグリッパーロボットハンド”を製作します。
●参加費/300�円
〔場所：7階研修室〕 抽選

７/１～
8/８

消印有効

22日（水）
13：30～15:00 809

神戸高専　科学教室②
「リモコンハンドをつくろう」　
☆２

小学3年生～6年生 25名 神戸市立工業高等専門学校
ロボットをコントロールできる有線リモコンと紙コップロボットを製作し
ます。
●参加費/300�円
〔場所：7階研修室〕 抽選

７/１～
8/８

消印有効

23日（木）
10：00～11：30 810A 神戸高専　科学教室③

「ミニホバークラフトを作ろう」
☆１☆２

小学３年生～６年生 各40名 神戸市立工業高等専門学校

ホバークラフトは空気の力で浮上して走行する乗り物です。
ホバークラフトの仕組みを学んだあと、ミニホバークラフトの製作を行
います。
●参加費/300円
〔場所：７階研修室〕

抽選

７/１～
８/9

消印有効23日（木）
13:00～14:30 ８１０B

２４日（金）
13:30～15:００

ボランティアパーク
～おまつりパーク～

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

100名

こべっこランド
中高生ボランティア
大学生ボランティア
社会人ボランティア
神戸市立六甲アイランド高等学校

こべっこランドで活動している中高生から社会人までのボランティ
アが大集合!!神戸市立六甲アイランド高等学校の生徒の皆さんの
ブースもあります。みんなで一緒におまつりを楽しみましょう。
〔場所：7階こべっこホール〕

先着順
受付

８
月

25日（土）
13:30～15:00 811

こべっこ寄席
親子で「落語」を楽しもう！
☆３

小学生以上の子と
その保護者

（幼児の同伴不可）
200名

桂　吉弥
桂　ちょうば
桂　弥っこ

落語体験やお囃子体験をした後に、ラジオやテレビで活躍中の桂吉弥さ
んたち米朝一門の落語を鑑賞しましょう。
●参加費/子ども・大人１名につき500円
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

７/１～
８/4

消印有効

26日(日）
13:00～15:00 812

親子で障がい者スポーツを
体験しよう
☆３

4歳～小学6年生と
その保護者 30組 障害者スポーツ

振興センター
障がい者スポーツについてのお話を聞いた後、シッティングバレーとボッ
チャを親子で体験します。
〔場所：7階こべっこホール〕 抽選

７/１～
8/12
消印有効

28日（火）
10:30～11：45 ８１３A はじめてのお料理教室

「どうぶつクッキー」
☆１☆２

２歳６ヶ月～３歳の子と
その保護者（２名１組） 各16組 神戸市生活指導研究会

親子でクッキーづくりに挑戦します。この講座は、小さいおともだち
限定の講座となります。小さなおててでかわいいクッキーを作りま
しょう！お持ち帰りです。
アレルギー物質（７品目）のうち卵・小麦粉　使用
●参加費/１組500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

７/１～
８/14
消印有効28日（火）

13：00～14：15 ８１３B

29日（水）
10:30～12:30 ８１４A

からだにおいしいクッキング　
～レッツ　トライ　おにぎり～

「おにぎり＆ごはんのお好み焼き」
☆１☆２

小学生以上 各32名 NPO法人　食ネット

色々な形のいろいろな具の入ったおにぎりとごはんのお好み焼きを
作って、いただきます。おにぎりおやつにチャレンジしよう！
アレルギー物質（７品目）のうち乳　使用
●参加費/300円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

７/１～
８/15
消印有効

29日（水）
13:30～15:30 ８１４B

30日（木）
10:30～12:30 ８１４C

30日（木）
13:30～15:30 ８１４D

30日（木）
13:00～14:30 81５A 親子ドラム教室

☆１☆３
小学生以上の子と
その保護者 各６組 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

親子でドラムに挑戦します。１時間半の講座で、カッコよくドラムをたたく
ことができます。
●参加費/子ども・大人１人につき500円
〔場所：６階音楽スタジオ〕 抽選

７/１～
８/16
消印有効30日（木）

14:45～16:15 81５B

９
月

１日（土）・２日（日）
Ⓐ10:00～12:30
Ⓑ13:30～16:00

おばけやしき
幼児と保護者
または18歳未満の児童

（未就学児は保護者同伴）
各300名 こべっこランドボランティア

こべっこランドにおばけたちがやってきた！おばけに会って、夏の暑
さをふきとばそう☆大人も子どもも挑戦だー!!
※９:30より、１階ですべての回の参加券を配布します。
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

９日(日）
10:30～11:30 903A 伝承料理

「おはぎをつくろう」
☆１☆２

５歳以上
（子どものみ） 各32名 神戸市生活指導研究会

昔から秋のお彼岸のころに食べられる「おはぎ」を手作りしてみましょう。
こしあんときなこの２種類を作って、いただきます。
アレルギー物質（７品目）は不使用
●参加費/300円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

７/15～
８/26
消印有効９日(日）

13:00～14:00 903B

15日（土）・16日（日）
10：00～16：00
※12：00～13：00はお休み

～芸工大ワークショップ～
作ろう！
巨大昆虫ランド　

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

各200名 神戸芸術工科大学
ダンボールで巨大昆虫を作って色を塗ってみよう。持って帰れるミニ
昆虫もあるよ！
〔場所：７階：こべっこホール〕

15日(土）
10:30～13:00 904A おじいちゃんおばあちゃんと

クッキング
「くまちゃんのそぼろライス」
☆１☆２

４歳以上の子と
その祖父

（または祖母）
（２名１組）

各16組 神戸市生活指導研究会

おじいちゃん（またはおばあちゃん）と一緒にお昼ごはんづくりにトラ
イしよう！かわいいくまちゃんのそぼろライスとおみそ汁、デザートを
作って、いただきます。
アレルギー物質（7品目）のうち卵・乳　使用
●参加費/1組1000円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

７/15～
9/1

消印有効16日(日）
10:30～13:00 904B

16日（日）
Ⓐ13：00～13：30
Ⓑ14：00～14：30
Ⓒ15:00～15：30

スタジオコンサート
「マーチdeコンサート」

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

各50名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

マーチングドラムをみんなで体験します！行進曲のリズムをたたい
てみよう！
〔場所：6階音楽スタジオ〕

先着順
受付

21日～10月19日
（毎金曜日）〈全５回〉
10:00～10:40

905A
はじめての音楽遊び
☆２

１歳６ヶ月～
２歳５ヶ月の子と
その保護者 各12組 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

知らない間に音楽が好きになってしまう講座です。いろんな楽器を使っ
た音楽体験を通して親子で音楽に親しみます。
●参加費/子ども１名につき3,000円
〔場所：６階音楽スタジオ〕 抽選

８/１～
９/7

消印有効21日～10月19日
（毎金曜日）〈全５回〉
11:00～11:40

905B ２歳６ヶ月～３歳の子
とその保護者

22日（土）
12：30～14：00 906A 高校生によるサイエンス教室

「走る！曲がる？
　　　光のミステリー」
☆１☆２

小学生 各25名
兵庫県立神戸高等学校
自然科学研究会
化學班

高校生と一緒に、光に関する様々な現象を、実験をして、楽しみながら学
べます。　
また、知っていることや実験で理解したことを振り返りながら、みんなで
楽しく工作をします。
〔場所：７階研修室〕

抽選

８/１～
９/8

消印有効22日（土）
14：30～16：00 906B

22日～10月27日
（毎土曜日）〈全５回〉
10:30～11:20

907A
親子体操教室
☆２

２歳の子とその保護者

各30組

神戸YMCA

親子が体を使ってふれあいの場をもつ体操教室です。とび箱や鉄棒・
マットなどの体育用具を使って、楽しみながら基本的な体の動きを習
得します。（10月20日はありません）
●参加費/子ども１名につき3,000円
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

８/１～
９/8

消印有効22日～10月27日
（毎土曜日）〈全５回〉
11:30～12:20

907B ３・４歳の子と
その保護者

22日～10月27日
（毎土曜日）〈全５回〉
13:30～14:20

908A
わんぱく体操教室
☆２

５歳～就学前の幼児

各30名

体操やゲームを通して子どもたちの体力増進と社会性の向上を目指
します。とび箱や鉄棒・マット運動も行います。
（10月20日はありません）
●参加費/3,000円
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

８/１～
９/8

消印有効22日～10月27日
（毎土曜日）〈全５回〉
14:30～15:20

908B 小学１年生～３年生

23日（日）
Ⓐ10:00♥ Ⓑ11:00♡
Ⓒ13:00♥ Ⓓ14:00♡
Ⓔ15:00♥ Ⓕ16:00♡

ハンドベルにチャレンジ ♥幼児向け
♡小学生向け 各６名 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

ドイツ製のハンドベルを使って、正しい持ち方やならし方をマスターし、
すてきな音色を響かせましょう。
※９：30より６階音楽スタジオで参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

23日(日）
10:00～11：30 909A ニッポンのものづくり①

ものづくり体験教室
☆1☆２
※�A・B・C・Dのいずれかの日時を選
んでください。
※�第1、第2希望プログラムを備考欄に
記入してください。

小学生・中学生 各10名

兵庫県表具内装組合連合会
ものづくり体験館講師チーム
兵庫県印章彫刻技能士会
兵庫県洋装技能協会
兵庫県室内装飾事業協同組合技能士会
兵庫県フラワー装飾技能士会

体験プログラム
１．デコラティブフィルムを貼った小物入れ
２．電子オルゴール
３．石材による名前の１字印
４．パックンポーチ
５．ミニ屏風
６．フラワーアレンジメント
作品見本の写真はホームページ又は館内ポスターをご覧ください。
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

７/15～
８/31
消印有効

23日(日）
13:30～15：00 909B

24日(月・祝）
10:00～11：30 909C

24日(月・祝）
13:30～15：00 909D

10
月

６日（土）
10:30～12:30 1001A

からだにおいしいクッキング
～レッツ　トライ　朝ごはん～

「ごはんとみそ汁の朝ごはん」
☆１☆２

小学生以上 各32名 NPO法人 食ネット

おだしからとってきのこのみそ汁作りにチャレンジ！たまごとお豆のお
かずを組み合わせて、元気モリモリな朝ごはんを作って、いただきま
しょう。
アレルギー物質（７品目）のうち卵・乳　使用
●参加費/500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

８/15～
９/22
消印有効

６日（土）
13:30～15:30 1001B

７日（日）
10:30～12:30 1001C

７日（日）
13:30～15:30 1001D

６日～12月１５日の内土曜日
〈全10回〉
10：30～12：00
発表：12月2２日（土）

1002
ハンドベルクラブ

“リトルリンガーズ”
☆2

小学生 20名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

12月2２日（土）のハンドベルコンサートに向けて練習します。ドイツ製
のハンドベルを使用します。
●参加費/3,000円
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

８/15～
9/2２

消印有効

７日(日）
Ⓐ13:30～14:30
Ⓑ15:00～16:00

ボランティアリーダーとあそぼう！
～ふしぎいっぱい！科学パーク～

０歳～小学生
（未就学児は保護者同伴） 各100名 こべっこランドボランティア

ボランティアリーダーと一緒にワクワク、ドキドキ、ふしぎ体験！
さぁ、みんなで科学の世界にとびこもう!!
※汚れても良い服装でお越しください。
※名札をお持ちのお子様は持参してください。
〔場所：7階こべっこホール〕

先着順
受付

８日（月・祝）
14:00～15:00 1003

みんなでうきうき！
ファミリーこんさぁと♪
☆3

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

200名 神戸市室内管弦楽団

みんながよく知っているアニメの曲や童謡などを弦楽四重奏でお届けし
ます。また実際にヴァイオリンを奏でることができる「ヴァイオリン体験」
もできます。
●参加費：４歳以上１人300円
〔場所：７階こべっこホール〕

９/１より
先着順
受付

14日（日）
10：00～11:30 100４A ニッポンのものづくり②

「左官職人に挑戦」
☆1☆２

小学生 各20名 神戸yamachika
（左官）

左官職人の仕事について説明を聞いた後、左官職人のパフォーマンス
を見ます。その後、職人に教えてもらいながら鏝（こて）で壁塗り体験や
フォトフレームを作ります。
〔場所：7階こべっこホール〕

８/15～
９/30
消印有効14日（日）

13：30～15：００ 100４B


