


4月・5月・6月の申込講座・イベントのご案内

「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♪

※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。 ☆1は希望日時 ☆2はお子さまの生年月日 ☆3は参加者全員のお名前・年齢を明記のうえ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、臨時閉館となります。なお、午前７時以降に左記の警報が発表されている場合は講座・イベントは中止に
　なります。ただし、午前10時までに解除された場合はイベントにより実施することがあります。詳しくは午前9時以降に更新されるホームページをご覧ください。
※整理券・参加券が必要なイベントは、お子さま 1 名につき各イベント 1 日 1 回参加できます。

日　　時 講 座 ・
イベント番号 各種イベント・講座名 対　　象 定 員 講師・出演者 内　　　　容 当日or

事前 受付期間

４
月

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

ドラムにチャレンジ
★�２歳～就学前までの
幼児（保護者同伴）
☆小学生

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。伴奏に合わ
せて簡単な演奏を体験しましょう。（３０分程度）
※９：３０より、６階音楽スタジオですべての回の参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

15日（水）・22日（水）
13:00～15:00

おやこひろば 
ホール開放デー

０歳～就学前までの
子と保護者 ― こべっこランドスタッフ

0歳から就学前までのお友だちがのびのびと遊べるように、こべっこ
ホールを開放します。赤ちゃん向けのやわらかいおもちゃや木ででき
た電車のおもちゃなどでゆったりと過ごしましょう。
〔場所：7階こべっこホール〕

―

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

ギターにチャレンジ
★�２歳～就学前までの
幼児（保護者同伴）
☆小学生

各６名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

ミニギターの正しい持ち方やならし方にチャレンジし、かっこよくギ
ターをひいてみましょう。（３０分程度）
※９：３０より６階音楽スタジオですべての回の参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

２６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！
ココロもカラダもはずむ！ボールパーク

幼児～小学生
（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だちと一緒に、いろいろなボールを使っ
て思いっきり体を動かそう！
投げたり、とったり、転がしたり…楽しいあそびが盛りだくさん☆
※動きやすい服装と運動靴でお越しください。
〔場所：7階こべっこホール〕

先着順
受付

２９日（水・祝）
１４：００～１４：４５ 404

カッシーくんとままれちゃんの
ハートフル・クラウン劇

「ピース！」とコメディショー
☆３

１８歳未満
（未就学児は保護者同伴） ２００名

カッシ―くんと
ままれちゃん

ちゃっかり者のままれちゃんとおとぼけカッシ―くんは仲良し姉弟。大
泣きしているカッシ―くんにいったい何が起こったの？！なくしてさが
して…ジグソーパズルぜんぶできるかな？お留守の間に起こるハチャ
メチャ大騒動！大笑いしてあったかい気持ちになれるおはなしです。
〔場所：７階こべっこホール〕

3/7
より
先着順
受付

5
月

9日（土）
10:30～12:00 ５０２A

料理が好きになる教室～中華編～
「はりねずみの中華まん」
☆１☆２

小学生以上 各２４名 神戸市生活指導研究会

お料理キッズを目指して中華まん作りにチャレンジしてみよう！かわい
いはりねずみの中華まんは容器に入れて、お持ち帰りです。
アレルギー物質（７品目）のうち小麦粉　使用
●参加費／300円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

3/7～
4/25
消印有効

9日（土）
13:00～14:30 ５０２B

10日（日）
10:30～12:00 502C

10日（日）
13:00～14:30 502D

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

ドラムにチャレンジ
★�２歳～就学前までの
幼児（保護者同伴）
☆小学生

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。伴奏に合わ
せて簡単な演奏を体験しましょう。（３０分程度）
※９：３０より、６階音楽スタジオですべての回の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（土）
１０：３０～１３：００　 505

パパとキッズのシェフ修行
「おみそで引き立てる～カフェごはん～」
☆３

小学生以上の子（１名）
と男性と女性保護者
（大人２名）

１２組
（３名１組）

神戸国際調理製菓
専門学校

パパとキッズでかっこいいシェフを目指します。メニューは「らいす
バーガー」「エビのロミロミ風サラダ」「白味噌と和三盆のブランマン
ジェ」です。出来上がる頃にママをむかえて、家族そろって修行の成
果をいただきましょう。
アレルギー物質（７品目）のうち卵・乳・えび　使用
●参加費／１組2,000円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

3/15～
5/2
消印有効

１７日（日）
Ⓐ１０：００★Ⓑ１１：００☆
Ⓒ１３：００★Ⓓ１４：００☆
Ⓔ１５：００★Ⓕ１６：００☆

ギターにチャレンジ
★�２歳～就学前までの
幼児（保護者同伴）

☆小学生
各６名 こべっこランド

音楽スタジオスタッフ

ミニギターの正しい持ち方やならし方にチャレンジし、かっこよくギ
ターをひいてみましょう。（３０分程度）
※９：３０より６階音楽スタジオですべての回の参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

わくわく☆ゴールデンウィーク　5 月 2 日（土）～ 6 日（水･ 祝）
日　　時 講 座 ・

イベント番号 各種イベント・講座名 対　　象 定 員 講師・出演者 内　　　　容 当日or
事前 受付期間

5
月

２日（土）～６日（水・祝）
Ⓐ１０：３０～１２：３０
Ⓑ１４：００～１５：００
Ⓒ１５：３０～１６：３０
※５月６日（水・祝）はⒶⒷのみ

わくわく☆アスレチック １８歳未満
（未就学児は保護者同伴） ― こべっこランドスタッフ

こべっこホールの入り口から、のぼったり、くだったり、とんだりしなが
ら１本道を行くと巨大なファンキースライダーに到着！エア遊具のス
ライダーはドキドキハラハラ、スリル満点！
※ファンキースライダーの対象は3歳からおおむね小学4年生です。
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

２日（土）
Ⓐ１１：３０～１２：００
Ⓑ１３：００～１３：３０
Ⓒ１４：３０～１５：００

スタジオコンサート
～アニメコンサート～

１８歳未満
（未就学児は保護者同伴） 各５０名

こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

みんなのよく知っているアニメの歌をたくさん歌います。
たくさんの楽器をつかって、合奏もしますよ。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

２日（土）
Ⓐ１３：４５～１４：３０
Ⓑ１５：１５～１６：００

モジャ博士のワクワクシャボン玉＆
サイエンスショー

１８歳未満
（未就学児は保護者同伴） 各１００名 モジャ博士

昨年のゴールディンウィークで大人気だったモジャ博士がまたやって
きます！モジャモジャ頭の博士が繰り広げるシャボン玉を使った不思
議なサイエンスショーです。ご家族でお楽しみください。
〔場所：７階研修室〕

先着順
受付

３日（日・祝）
１４：００～１４：４５ 501

人形劇公演「おもしろげきじょう」
～ひとがたくん・いぬうえくんとくまざわくん～
☆３

１８歳未満
（未就学児は保護者同伴） １００名 人形劇団京芸

ひとりでのんびり暮らしていたくまざわくんの家に、ある日いぬうえく
んがやってきました。性格の違う２匹のふれあいがたのしく愉快なス
トーリーの「いぬうえくんとくまざわくん」と、「人」の形をしたひとが
たくんがコミカルに大暴れ！の「ひとがたくん」の楽しい人形劇の２本
立てです。
●参加費／４歳以上１名につき３００円
〔場所：７階研修室〕

3/7
より
先着順
受付

3日(日・祝）・4日（月・祝）
Ⓐ１０：００～１１：００
Ⓑ１１：３０～１２：３０
Ⓒ１３：３０～１４：３０

こいのぼりクッキー ５歳以上
（子どものみ） 各２４名 神戸市生活指導研究会

こどもの日に向けて、2色の生地のこいのぼり形のクッキーを作りま
す。お持ち帰りです。
アレルギー物質（7品目）のうち　卵・乳製品・小麦粉　使用
※９：３０より、１階ですべての回の整理券を配付します。
●参加費／３００円　※持ち物：エプロン、三角巾（エプロンの貸出は有料）
〔場所：６階料理教室〕

先着順
受付

４日（月・祝）
Ⓐ１３：００～１３：４５
Ⓑ１４：３０～１５：１５

ジャスパー瀧口のマジックショー １８歳未満
（未就学児は保護者同伴） 各１００名 ジャスパー瀧口

あっと驚くマジックでおなじみのジャスパー瀧口が、今年もこべっこラ
ンドにやってきます！巨大風船の中に入るマジックなどでみんなを笑
顔にします。子ども参加型のマジックショーです。
〔場所：７階研修室〕

先着順
受付

5日（火・祝）・6日（水・祝）
Ⓐ１０：３０～１２：００
Ⓑ１３：３０～１６：００

プレイランド １８歳未満
（未就学児は保護者同伴） ― こべっこランドスタッフ

トランプなどのカードゲームやボードゲームなど、みんなで盛り上が
るパーティゲームを用意しています。家族やおともだちと楽しみま
しょう。
〔場所：７階研修室〕

先着順
受付

5日（火・祝）・6日（水・祝）
Ⓐ11:00～12:30
Ⓑ13:00～14:30

カーモのサンバイザー工作 １８歳未満
（未就学児は保護者同伴）

各日
300名 こべっこランドスタッフ

こべっこランドのマスコットキャラクター“カーモ”のサンバイザーを
作ろう！目や口などのパーツを貼る簡単工作です。
〔場所：7階ロビー〕

先着順
受付

日　　時 講 座 ・
イベント番号 各種イベント・講座名 対　　象 定 員 講師・出演者 内　　　　容 当日or

事前 受付期間

5
月

２４日～７月５日（毎日曜日）
＜全７回＞１４：００～１５：００
★発表：７月１２日（日）

506 小学生あつまれ！ダンス講座
☆２

小学生 ２５名 ダンスインストラクター
吉岡　麻子

初めてでも軽快なリズムに合わせて、一緒に踊ればみんなともだち！
思いっきり体を動かしてダンスを楽しみましょう。最後には、練習の成
果を７月１２日（日）ファミリーフェスティバルのステージで発表します。
●参加費／３，０００円
〔場所：７階こべっこホールほか〕

抽選

4/1～
5/10
消印有効

２９日～６月２６日（毎金曜日）
〈全５回〉１０：００～１０：４０ 507A

はじめての楽器あそび
☆２

１歳６ｹ月～２歳５ｹ月の
子と保護者

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教室です。たくさんのめずら
しい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

4/1～
5/15
消印有効２９日～６月２６日（毎金曜日）

〈全５回〉１１：００～１１：４０ 507B ２歳６ヶ月～就学前の
子と保護者

３０日～６月２７日（毎土曜日）
〈全５回〉１０：３０～１１：２０ 508A

親子体操教室
☆２

２歳の子と保護者
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、体育用具を使って遊びながら体の動きづくりを行います。
●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

4/1～
5/16
消印有効３０日～６月２７日（毎土曜日）

〈全５回〉１１：３０～１２：２０ 508B ３・４歳の子と保護者

３０日～６月２７日（毎土曜日）
〈全５回〉１３：３０～１４：２０ 509A わんぱく体操教室

～とびばこ編～
☆２

５歳～就学前の子

各２０名 神戸ＹＭＣＡ

とびばこが苦手でも大丈夫です！開脚とびを中心に様々な運動を行
い、楽しく上達を図ります。最終的に４～５段を跳べることを目標とし
た、初心者向けの教室です。
●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

4/1～
5/16
消印有効３０日～６月２７日（毎土曜日）

〈全５回〉１４：３０～１５：２０ 509B 小学１年生～４年生

6
月

７日（日）
Ⓐ１０：００★Ⓑ１１：００☆
Ⓒ１３：００★Ⓓ１４：００☆
Ⓔ１５：００★Ⓕ１６：００☆

ドラムにチャレンジ
★�２歳～就学前までの
幼児（保護者同伴）
☆小学生

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。伴奏に合わ
せて簡単な演奏を体験しましょう。（３０分程度）
※９：３０より、６階音楽スタジオですべての回の参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

7日（日）
13:30～15:00 601

～体験してみよう～
ニュースポーツ
☆2

１８歳未満
（未就学児は保護者
同伴）

30名 株式会社サンラッキー
コーンにリングを入れる「スカイクロス」やネットに穴があいた「バル
バレー」など、子どもから大人まで誰もが楽しめるニュースポーツをた
くさん体験できます。
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

4/15～
5/24
消印有効

20日(土）
10:30～11:45 603A 親子クッキング～幼児Ver.～

「にがおえクッキー」
☆２

２歳６ヶ月～３歳の子と
保護者（２名１組）

各１６組 神戸市生活指導研究会

親子でクッキー作りに挑戦します。この講座は、小さいおともだち限
定の講座となります。白生地とココア生地でにがおえクッキーを作り
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・乳製品・小麦粉　使用
●参加費／１組500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

5/1～
6/6
消印有効20日(土）

13:00～14:15 603B ４歳～就学前の子と
保護者（２名１組）

２１日（日）
Ⓐ１０：００★Ⓑ１１：００☆
Ⓒ１３：００★Ⓓ１４：００☆
Ⓔ１５：００★Ⓕ１６：００☆

ギターにチャレンジ
★�２歳～就学前までの
幼児（保護者同伴）
☆小学生

各６名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

ミニギターの正しい持ち方やならし方にチャレンジし、かっこよくギ
ターをひいてみましょう。（３０分程度）
※９：３０より６階音楽スタジオですべての回の参加券を配布します。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順
受付

２１日（日）
１０：３０～１３：００ 604

リトルシェフのごちそうレストラン
「くまちゃんのそぼろごはん」
☆２

小学生以上の子（１名）
と保護者（１名）

16組
（2名1組） 神戸市生活指導研究会

くまちゃんの形のごはんにそぼろを乗せた、見た目もかわいいそぼろ
ごはんを作って、家族にごちそうしましょう。クッキングは子どものみ
です。保護者の方は出来上がったころにお迎えしますので、楽しみに
していてくださいね。
アレルギー物質（７品目）のうち卵・乳製品　使用
●参加費／１組1,000円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

5/1～
6/7
消印有効

２７日（土）
１０：３０～１３：００ 606A 親子でチャレンジ！

「そば打ち体験」
☆１☆３

４歳以上の子と
保護者

各１０家族
※１家族
５名まで

神戸手打ちそばの会

本格的な道具を使ってそば打ちを体験しましょう。
打ちたてのそばを試食します。（４名分程度）
アレルギー物質（７品目）のうち卵・小麦粉・そば　使用
●参加費／１家族２，０００円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

5/1～
6/13
消印有効２８日（日）

1０：３０～１３：００ 606B

28日（日）
10:00～12:00 607A

親子でいっしょにロボクラフト！
☆１☆2

５歳以上の子と
保護者 各１５組 神戸芸術工科大学

神戸芸術工科大学のお兄さん・お姉さんと一緒に、TAMIYA製のロ
ボットにいろいろな素材を貼りつけ、ダイナミックでかっこいいオリジ
ナルロボットを作りましょう。
●参加費／子ども１名につき５００円
〔場所：７階研修室〕

抽選

5/1～
6/14
消印有効28日（日）

13:30～15:30 607B

28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！
アイデアきらり☆おえかきパーク

幼児～小学生
（未就学児は保護者同伴） 各40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だちと一緒に手足や道具を使って、
Les't�おえかき♪
大きな紙にみんなのアイデアを集めよう！
※汚れても良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

7
月

４日（土）
１０：３０～１３：００ 701A ファミリークッキング

「バケットピザ」
☆１☆３

４歳以上の子と
保護者

各８組
※１家族
５名まで

神戸市生活指導研究会

バケットパンを生地にしてピザを作りましょう。具をたくさんのせたピ
ザは家族ならではの大きさです。ファミリーで協力しておひるごはん
作りを楽しみましょう。（3名分程度）
アレルギー物質（７品目）のうち卵・乳製品・小麦粉　使用
●参加費／１家族1,500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

5/15～
6/20
消印有効５日（日）

１０：３０～１３：００ 701B

１１日（土）
１０：００～１１：３０ 703 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

社会福祉法人　
神戸市社会福祉協議会
障害者スポーツ振興センター
スポーツ指導員

トランポリンやボールなどを使って楽しく体を動かしてあそびましょう。
※この講座の問い合わせは（０７８）３８２－１３５５（療育直通）まで
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

5/15～
6/27
必着

11日（土）�
10:30～12:30 704A

料理が好きになる教室～パン編～
「ロリポップパン」
☆１☆２

小学生以上 各２４名 神戸市生活指導研究会

お料理キッズを目指してパン作りに挑戦してみよう！中身が全部ちが
う4種のロリポップパンを作ります。可愛くラッピングをして、お持ち
帰りです。
アレルギー物質（７品目）のうち卵・乳製品・小麦粉　使用
●参加費／300円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

5/15～
6/27
消印有効

11日（土）�
13:30～15:30 704B

12日（日）�
10:30～12:30 704C

12日（日）�
13:30～15:30 704D

38期 学生ボランティア（こべっこランドボランティア）38期 学生ボランティア（こべっこランドボランティア）
募集期間 �４月1日（水）～5月9日（土）
オリエンテーション �【講座No.401A】5月16日（土）13:30～15:00
� 【講座No.401B】5月17日（日）10:30～12:00　※どちらかに必ず参加
対　象 �大学・短期大学・専門学校・大学院の在学生
見　学 � �4月26日（日）15:00～16:00の「ボランティアリーダーとあそぼう！」の見学ができます。

講座№ 401A
401B

12期 社会人ボランティア12期 社会人ボランティア（こべっこスマイルサポーター）（こべっこスマイルサポーター）
募集期間 � 4月1日（水）～5月31日（日）　 対　象 � 18歳以上（学生を除く）

講座№ 402

14期 ジュニア14期 ジュニア（中高生）ボランティア（中高生）ボランティア
募集期間 � 4月1日（水）～5月31日（日）　 対　象 � 中学1年生～高校3年生(18歳未満）

講座№ 403

・兵庫県ボランティア・市民活動災害共済（加入料500円）への加入をお勧めしています。
・ユニフォームを貸与します。

ボランティア研修会 6月7日（日）10:00～11:30　全体研修後、各ボランティアに分かれ説明会をします。
※研修会を修了した方から、活動していただきます。

こべっこランドのボランティアを募集しています。
こべっこランドのイベントやルームの運営補助など、子どもと接するボランティア活動です。

申し込みの受付期間がイベントによって異なります。ご注意ください。
（往復はがきでお申し込みの場合、申し込み期間外に到着したものは落選となります。）

申し込み方法は裏面をご覧ください。


