


1月・2月・3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♪

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

12
月12月26日（木)～

令和2年1月13日（月・祝）
9：30～17：00

児童館年賀状展 — — —
市内の児童館・放課後児童クラブから集まった２０２０年の干支「子

（ねずみ）」にちなんだ年賀状を展示します。
〔場所：1階エントランス他〕

1
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
☆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。
※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

12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！
ぱっとひらめけ！なぞときパーク

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達と一緒に真実をつきとめる！
これが解けたら君も名探偵☆
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順 
受付

19日（日）
13：00～16：00

親子で楽しむ昔あそび
‘わ’んだーらんど

幼児と保護者
または１８歳未満
の児童

２００名 NPO法人社会還元センター
グループ わ

コマまわしなどの昔あそび、バルーンアート・皿回しなど他にも楽しい
ゲームがたくさん！
ステージでは「わらいまショー」のパフォーマンスもあるよ！
※先着受付のものがあります。
〔場所：7階こべっこホール・7階研修室〕

先着順 
受付

25日（土）
10：30～13：00 106A からだにおいしいクッキング

～レッツ　トライ　昼ごはん　冬編～
☆１☆２

小学生以上 各３２名 ＮＰＯ法人 食ネット

冬野菜をたくさん使った冬の昼ごはん作りにチャレンジしよう！
ブロッコリー、白菜、ごぼうなど、冬が旬の野菜をたくさん使った和食
を作って、いただきましょう。
アレルギー物質（７品目）は不使用
●参加費／５００円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

12/7～
1/11

消印有効26日（日）
10：30～13：00 106B

2
月

2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
☆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。
※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

2日（日）
10：30～14：00 第２６回　食生活フェア 一般 随時入場

主催：（公社）神戸市私立保育園連盟
後援：神戸市 
　　 神戸市社会福祉協議会

保育園・認定こども園による食育の取り組みを紹介します。離乳食や
食物アレルギー等のパネル展示、食に関するあそびのコーナー、ち
びっこクッキングもあります。

（問い合わせは市私立保育園連盟（０７８）３６１－３８８９へ）
〔場所：７階こべっこホール・６階料理教室〕

7日～3月6日（毎金曜日）
<全5回>10：00～10：40 203A

はじめての音楽遊び 
☆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。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

12/7～
1/24

消印有効
7日～3月6日（毎金曜日）
<全5回>11：00～11：40 203B ２歳６ヶ月～３歳の子

と保護者

8日（土)
Ⓐ13：00Ⓑ14：00　
Ⓒ15：00

スタジオコンサート
～おはなしコンサート～

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

みんながよく知っているおはなしと音楽のコラボレーションをお楽し
みください。おはなしの他にも、たくさんの楽器を使って演奏したり、
歌を歌ったりします。
〔場所：６階音楽スタジオ〕

先着順 
受付

8日～3月7日（毎土曜日）
<全5回>10：30～11：20 204A

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

12/7～
1/25

消印有効8日～3月7日（毎土曜日）
<全5回>11：30～12：20 204B ３・４歳の子と保護者

8日～3月7日（毎土曜日）
<全5回>13：30～14：20 205A

わんぱく体操教室 
☆２

５歳～就学前の子

各３０名 神戸ＹＭＣＡ
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。
●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

12/7～
1/25

消印有効8日～3月7日（毎土曜日）
<全5回>14：30～15：20 205B 小学１年生～３年生

9日（日）　
10：30～13：00 206

ちびっこシェフのレストラン
「くまちゃんのハヤシライスランチ」
☆２

小学生以上の子（１名）
と保護者（１名）

（２名１組）
１６組 神戸市生活指導研究会

ハヤシライスのおふとんをかぶったくまちゃんとスティック春巻きを
作って家族にふるまいましょう。
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・小麦粉　使用
●参加費／１組１，０００円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

12/7～
1/26

消印有効

9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！
シュシュっと参上★忍者パーク

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のお兄さん、お姉さんとかっこいい忍者を目指そう☆
さあ君も一緒に、にんにん！
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順 
受付

11日（火・祝）
14：00～15：00 207

人形劇公演
「へびくんのおさんぽ」
「おまえうまそうだな」
☆３

幼児と保護者
または１８歳未満
の児童

２００名 人形劇団クラルテ

「へびくんのおさんぽ」は、おさんぽ大好きなへびくんが原っぱへいく
と水たまりが…渡ろうとすると…。

「おまえうまそうだな」は、まいごの卵から生まれた恐竜の子どもが、
親が見つからず、お腹をすかせたティラノサウルスを「おとうさん」と
呼びます。ちょっとおかしな2人の心温まるお話です。
●参加費／４歳以上１名３００円
〔場所：７階こべっこホール〕

12/7
より 

先着順 
受付

15日・22日・29日（毎土曜日）
<全3回>10：00～10：45 208A

小学生ドラム教室
☆２

小学１年生、２年生

各６名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

３週にわたり、じっくり集中して練習することで、リズムの習得がより
期待されます。最終的に１曲通して演奏することを目的とし、生演奏
に合わせて発表します。
●参加費／１，５００円
〔場所：６階音楽スタジオ〕

抽選

12/7～
2/1

消印有効
15日・22日・29日（毎土曜日）
<全3回>11：00～11：45 208B 小学３年生～６年生

※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

2
月16日（日）

13：00～15：00 209
指導者向け講習会

「～人気のものから最新のものまで～
ボードゲームを楽しもう」

保育士・幼稚園教諭・
教員・児童館職員・
主任児童委員など、
子どもに携わる仕事
をしている方

８０名 兵庫ドイツゲーム普及協会

指導者同士でボードゲームを楽しみましょう。子どもの年齢にあった
ゲームの紹介もあります。また職場でルールがわからなくて使われ
ていないボードゲームはありませんか？この機会に楽しみながら職場
ですぐ使えるボードゲームを習得しませんか。
※HPの申込備考欄に所属施設（団体）名を必ずご記入ください。
〔場所：７階こべっこホール〕

12/7
より 

先着順 
受付

18日（火）
10：30～11：45 210A 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
幼児と保護者

（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。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・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

1/4～
2/4

消印有効18日（火）
13：00～14：15 210B

23日（日）
14：00～15：00 211

コンサート
「かば☆うまの遊び歌LIVE♫」

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〕 抽選

1/4～
2/9

消印有効

24日（月・祝）
13：00～16：30 212

こべっこマルシェ
子どもスタッフになろう！
☆２

小学生以上
（保護者見学可） ４０名

いかり共同作業所
えんぴつの家
誕生日ありがとう
バオバブ
御影倶楽部

福祉サービス事業所について話を聞いた後、スタッフのみなさんと
一緒に製品づくりを体験します。
最後には、様々な製品を販売する体験もします。
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

1/4～
2/9

消印有効

24日（月・祝）
15：00～16：00 こべっこマルシェ 一般

子どもスタッフが作った製品や各事業所の様々な製品を販売します。
この日だけの特別サプライズの製品もあります。どうぞ皆さんお越し
ください。
〔場所：こべっこランド内〕

29日（土）
10：30～13：00 213A

ファミリークッキング
「変わり種　手巻き寿司」
☆１☆３

４歳以上の子と保護者
各１０組
※１家族
３～５名

まで
神戸市生活指導研究会

お肉やウインナー、たまごなど彩り様々な具を作って、手巻き寿司パー
ティーをしよう！いちご白玉のデザートも作って、いただきます。
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。（３～４人名）
アレルギー物質（7品目）のうち卵　使用
※お持ち帰りはできません。
●参加費／１家族１，５００円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

1/15～
2/15

消印有効3
月

1日（日）
10：30～13：00 213B

1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
☆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。
※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

1日（日）
14：00～15：00 301

高校生によるワークショップ
「防災ヒーローになろう！
～災害に負けないために～」
☆２

４歳～小学３年生
（未就学児は保護者同伴）
※保護者見学可

３０名 兵庫県立舞子高等学校
環境防災科

地震が起きた時はどうすればいいか、津波が来そうな時はどこに逃げ
ればいいか、ぼうさいヒーローが活躍する劇を見て、楽しく学びましょ
う。また避難する時や、避難所で生活することになった時には、何が必
要でしょうか？高校生のお兄さん・お姉さんと一緒に工作をしながら、
考えてみましょう。
〔場所：７階研修室〕

抽選

1/15～
2/16

消印有効

7日・14日・21日（毎土曜日）
<全3回>10：00～10：45 302A

小学生ドラム教室
☆２

小学１年生、２年生

各６名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

３週にわたり、じっくり集中して練習することで、リズムの習得がより
期待されます。最終的に１曲通して演奏することを目的とし、生演奏
に合わせて発表します。
●参加費／１，５００円
〔場所：６階音楽スタジオ〕

抽選

1/15～
2/22

消印有効7日・14日・21日（毎土曜日）
<全3回>11：00～11：45 302B 小学３年生～６年生

8日（日）
10：00～16：00 303

ボランティアリーダーと行く！
春のウォークラリー‘２０
☆２

小学３年生～６年生 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班のお友達と一緒に春の思い出を作ろう♪
力を合わせて神戸の街へレッツゴー！
※雨天時はこべっこランド内になります。
〔場所：７階こべっこホール・こべっこランド周辺〕 抽選

1/15～
2/23

消印有効

14日（土）
10：30～12：30 305A

料理が好きになる教室
「ドッグサンドのおべんとう」
☆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ドッグサンドが2種入ったおべんとう作りに挑
戦してみよう！お花のソーセージやカニカマのキャベツ巻きも入った
春のおべんとうを作ります。お持ち帰りです。
アレルギー物質（7品目）のうち卵・乳製品　使用
●参加費／５００円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

1/15～
2/29

消印有効

14日（土）
13：30～15：30 305B

15日（日）
10：30～12：30 305C

15日（日）
13：30～15：30 305D

14日（土）
13：00～13：45 306A 国際交流事業

ＡＬＴの先生と英語であそぼう
☆２

小学１年生、２年生

各５０名 神戸市立小中学校の
外国人講師

世界各地から来られているＡＬＴの先生方と簡単な英語を使って、
ゲームやダンス、歌などをみんなで楽しく遊びましょう。
ＡＬＴとは外国人英語指導の助手の方です
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

1/15～
2/29

消印有効14日（土）
14：30～15：15 306B 小学３年生～６年生

15日（日）
14：00～15：00 307 ダンスが好きになる教室

☆２
小学生 ４０名 ダンスインストラクター

吉岡　麻子
初心者向けのダンス講座です。音楽に合わせて、元気に体を動かしま
しょう。運動やダンスが苦手でも大丈夫！みんなで踊るとたのしいよ！
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

2/1～
3/1

消印有効

20日（金・祝）
13：30～15：00 308

障がい者スポーツを
“親子”で体験しよう！
☆２

４歳以上の子と
保護者 ２０組 神戸市社会福祉協議会

障害者スポーツ振興センター

障がい者スポーツってどんな競技があるのかな？どんなルールかな？
パネルを見たり親子で体を動かしたりして、障がい者スポーツを体験
しましょう！
〔場所：７階こべっこホール〕 抽選

2/1～
3/6

消印有効

20日（金・祝）
10：30～13：00 309A 親子でチャレンジ！ 

「そば打ち体験」 
☆１☆３

親子
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名分程度の量です）
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

2/1～
3/6

消印有効21日（土）
10：30～13：00 309B

21日（土）
14：00～15：00 310

親子で楽しむ♪ 
ハッピーコンサート 
☆３

幼児と保護者
または１８歳未満
の児童

200名 兵庫県立北須磨高等学校
吹奏楽部

高校生のお兄さんお姉さんによる音楽劇とコンサートです。親子で
楽しめる名曲とアニメソングがたくさんでてきます。歌って踊って楽
しいひと時を過ごしましょう。
〔場所：7階こべっこホール〕

2/1
より 

先着順 
受付

22日（日）
10：30～12：00 311

パパ・ママも一緒に楽しもう！
ベビーサイン＆マッサージ

６ヶ月～１歳６ヶ月の
子と保護者 20組

ベビーサイン協会講師
松本　泰代
ベビーマッサージ認定講師
富永　惠未

服の上からでも短い時間でも出来るベビーマッサージで楽しい赤
ちゃんとの時間を過ごしてみませんか。簡単な手話やジェスチャーを
使って「お話」するベビーサインも一緒に体験してみましょう。
●参加費／1組500円
〔場所：7階こべっこホール〕

2/1～
3/8

消印有効

24日（火）
13：00～14：30 312A

親子ドラム教室 
☆1☆2

小学生以上の子と
保護者 

（２名１組）
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
たけるようになります。
●参加費／１組1,000円
〔場所：6階音楽スタジオ〕 抽選

2/1～
3/10

消印有効24日（火）
14：45～16：15 312B

25日（水）
15：00～16：30 313 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
安永　友昭

木琴の中でもマリンバの音色はとても表情豊かで心を癒してくれま
す。プロの演奏を間近で聴いたり、簡単なテクニックを教えてもらった
り、素敵な演奏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

2/1～
3/11

消印有効

　　　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）


