


「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」「図書コーナー」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♪

※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。
※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。

・体調不良、発熱、咳等の症状がある方は、ご利用をお控えください。
・館内では小学生以上の方のマスクの着用をお願いします。
・会場、備品等の定期的な衛生管理を実施しています。扉、窓等を開放し、換気を行います。
・イベントによっては、保護者等の見学ができないことがあります。
・イベント・講座の中止や臨時閉館になる場合があります。

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。

新型コロナウイルス
感染症防止対策について

10月・11月・12月の申込講座・イベントのご案内
人数制限をして開館しています。詳しくはＨＰをご覧ください。

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

11
月

２１日（土）
Ⓐ１１：１５〜１２：００ 1103A

カ
ー
モ
の
お
誕
生
日
会

　ジャスパー瀧口のマジックショー
　☆１☆３

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各60人 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、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階こべっこホール〕

抽選

10/1〜
11/7
消印有効

２１日（土）
Ⓑ１３：１５〜１４：００ 1103B

２２日（日）
Ⓐ１１：１５〜１２：００ 1104A 　かば☆うまのバースデーLIVE♬

　☆１☆３
各60人 かば☆うま

遊び歌で笑顔をお届けする男性保育士ユニット
「かば☆うま」のバースデーLIVEです。

〔場所：7階こべっこホール〕２２日（日）
Ⓑ１３：１５〜１４：００ 1104B

２３日（月・祝）
Ⓐ１１：１５〜１２：００ 1106A 　モジャ博士のワクワクシャボン玉＆

　　サイエンスショー
　☆１☆３

各60人 モジャ博士
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。

〔場所：7階こべっこホール〕２３日（月・祝）
Ⓑ１３：１５〜１４：００ 1106B

21日（土）・22日（日）・
23日（月・祝）
Ⓐ  ９：３０〜１１：００
Ⓑ１２：３０〜１４：００
Ⓒ１５：００〜１６：３０

　バースデー工作
　　マイエコバッグづくり

２歳以上
（未就学児は
保護者同伴）

各28人
安見　一葉
こべっこランド
造形スタジオスタッフ

自分のスタンプを作って、バッグにスタンプ！マイエコ
バッグを作ります。
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階造形スタジオ〕

先着順
受付

２１日（土）
Ⓐ１０：００〜１０：３０
Ⓑ１３：００〜１３：３０
Ⓒ１５：３０〜１６：００

　ミュージックトライデー
　　バースデーバージョン

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各１６人 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

カーモのバースデーを楽器を使ってみんなでお祝い
しましょう。
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階音楽スタジオ〕

先着順
受付

２２日（日）
１０：００〜１1：00 １１０5A

　おかし工房
　　ステンドグラスクッキー
　☆１☆２

５歳以上
（保護者の見学不可） 各１６人

神戸市
生活指導研究会

カーモのバースデーをお祝いして、ステンドグラス風
のクッキーを作りましょう。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

10/1〜
11/8
消印有効

２２日（日）
１３：００〜１４：００ １１０5B

２３日（月・祝）
１０：００〜１1：00 １１０5C

２３日（月・祝）
１３：００〜１４：００ １１０5D

10
月４日（日）

Ⓐ  ９：４０★Ⓑ１０：４０☆
Ⓒ１２：４０★Ⓓ１３：４０☆

　ドラムにチャレンジ
★２歳〜就学前
　までの幼児
☆小学生

各6人 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。
11/１（日）・12/6（日）も実施します。見学の保護者は
1人までです。
※９：30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階音楽スタジオ〕

先着順
受付

２５日（日）
１３：００〜１５：15 １００2

　神戸山手女子中学校高等学校
　　プログラミング教室
　☆３

小学４〜６年生
を含む家族 12家族 神戸山手女子

中学校高等学校

LEGO　educationが提供している、マインドストー
ムEV3を利用してタブレットでプログラミングに挑戦！
簡単に動かせるよ！初心者歓迎！
ご家族も一緒に参加できます。
〔場所：7階こべっこホール〕

抽選

9/26〜
10/11
消印有効

こべっこ　ハロウィン　10月17日（土）・18日（日）
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

10
月

１７日（土）・１８日（日）
Ⓐ  ９：３０〜１１：００
Ⓑ１２：３０〜１４：００
Ⓒ１５：００〜１６：３０

　ハロウィンフォトスポット
１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

ー こべっこランドスタッフ
かわいく装飾したフォトスポットで写真を撮ることが
できます。

〔場所：7階こべっこホール〕

先着順
受付

１８日（日）
Ⓐ１０：００〜１０：３０
Ⓑ１３：００〜１３：３０
Ⓒ１５：３０〜１６：００

　ミュージックトライデー
　　ハロウィンバージョン

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各１６人 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

ハロウィンにちなんだ曲を色々な楽器で演奏したり、
合奏を楽しみます。
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階音楽スタジオ〕

１７日（土）・１８日（日）
Ⓐ  ９：３０〜１１：００
Ⓑ１２：３０〜１４：００
Ⓒ１５：００〜１６：３０

　ハロウィン工作
　　ハロウィン変身マスク

２歳以上
（未就学児は
保護者同伴）

各28人 安見　一葉

動物やおばけのフェイスシールドを作って、ハロウィン
を楽しもう！
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階造形スタジオ〕

カーモのバースデーパーティー　11月21日(土）・22日（日）・23日（月・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

10
月

３１日（土）
１０：３０〜１２：００ １００4A

　料理が好きになる教室
　　～洋食編～
　　「オムライス」
　☆１☆２

小学生以上
（保護者の見学不可） 各１６人

神戸市
生活指導研究会

オムライス作りに挑戦してみましょう。持ち帰りです。
アレルギー物質（7品目）のうち卵　使用
●参加費/500円

〔場所:6階料理教室〕
抽選

9/26〜
10/17
消印有効

３１日（土）
１3：３０〜１5：００ １００4B

11
月

１日（日）
１０：３０〜１２：００ １００4C

１日（日）
１3：３０〜１5：００ １００4D

１日（日）
１４：００〜１４：４０ １１０１

　親子で楽しむ！
　　秋のファミリーこんさぁと♪
　☆３

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

6０人 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
四重奏でお届します。
●参加費/4歳以上１人につき３00円

〔場所：7階こべっこホール〕

9/26〜
先着順
受付

２９日（日）
１０：００〜１２：００ 1107A

　ロボデコレーション
　☆３

５歳以上の子と
女性保護者 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製のロボクラフトをかわいくデコレーションしよう。
ファンタジーあふれたオリジナルロボットを作りましょう。
●参加費/子ども1人につき500円

〔場所：7階研修室〕
抽選

10/1〜
11/15
消印有効２９日（日）

１３：３０〜１５：３０ 1107B

12
月

５日（土）
１０：３０〜１２：３０ １２０１Ａ

　親子クッキング　おせち料理
　☆１☆３

４歳以上の子と
保護者
（２人１組）

各８組 神戸市
生活指導研究会

新しい年を迎えるために、親から子へ伝えたい
定番おせちを作ります。持ち帰りです。
アレルギー物質（7品目）のうち卵　使用
●参加費/1組1,500円

〔場所：6階料理教室〕
抽選

10/1〜
11/21
消印有効６日（日）

１０：３０〜１２：３０ １２０１Ｂ

１３日（日）
１３：００〜１５：15 １２０４

　神戸山手女子中学校高等学校
　　プログラミング教室
　☆３

小学４〜６年生
を含む家族 ８家族 神戸山手女子

中学校高等学校

LEGO　educationが提供している、マインドストーム
EV3を利用してタブレットでプログラミングに挑戦！簡単
に動かせるよ！初心者歓迎！ご家族も一緒に参加できます。
〔場所：7階研修室〕

抽選

10/1〜
11/29
消印有効

１６日（水）
１１：００〜12：30 １２０5

　こべっこトレイン
　　～出張おやこひろば～
　☆３

幼児と保護者 20組 神戸市交通局
こべっこランドスタッフ

神戸市営地下鉄海岸線「御崎公園駅」ホームで、かわ
いい作品を作り、車両内を装飾しよう。

〔場所：神戸市地下鉄海岸線「御崎公園駅」〕 抽選

10/1〜
12/2
消印有効

19日(土)
Ⓐ１０：００〜１０：３０
Ⓑ１３：００〜１３：３０
Ⓒ１５：３０〜１６：００

　ミュージックトライデー
　　クリスマスバージョン

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各１６人 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

みんなよく知っているクリスマスソングを口ずさんだり、
たくさんの楽器で合奏したり、クリスマスを盛り上げよう!
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階音楽スタジオ〕

先着順
受付

１９日（土）・２０日（日）
Ⓐ１３：３０〜１４：１０
Ⓑ１５：１５〜１５：５５

　ボランティアリーダーとあそぼう！
　　えがおいっぱい♪クリスマスパーク

幼児と小学生
（未就学児は
保護者同伴）

各30人 こべっこランド
大学生ボランティア

みんな大好きサンタさんが大集合！？ボランティアリー
ダーやお友達と一緒に、いろいろなあそびをしてクリ
スマスを楽しもう☆
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。
※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

19日（土）・20日（日）
Ⓐ  9:30〜11:00
Ⓑ12:30〜14:00
Ⓒ15:00〜16:30

　クリスマス工作
　　クリスマスハンドベルづくり

２歳以上
（未就学児は
保護者同伴）

各28人 安見　一葉
紙コップを使って、クリスマスのハンドベルを作ります。
※9:30より1階玄関前ですべての回のイベント整理券を配布します。

〔場所：6階造形スタジオ〕

先着順
受付

１９日（土）
１０：００〜11:00 １２０７A

　おかし工房
　　グラノーラリース
　☆１☆２

５歳以上
（保護者の見学不可） 各１６人

神戸市
生活指導研究会

フルーツグラノーラを使ってクリスマスリースの
ようなお菓子を作りましょう。持ち帰りです。
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

11/1〜
12/5
消印有効

１９日（土）
１３：００〜14:00 １２０７B

２０日（日）
１０：００〜11:00 １２０７C

２０日（日）
１３：００〜14:00 １２０７D

1
月

１６日・２３日・３０日（毎土曜日）
〈全３回〉９：４５〜１０：３０ １０２Ａ

　小学生ドラム教室
　☆２

小学１年生、２年生

各６人 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

3回シリーズの教室です。最終回に1曲通して生演奏
に合わせて発表することを目標に練習します。
●参加費/1,500円

〔場所：6階音楽スタジオ〕
抽選

11/1〜
12/23
消印有効１６日・２３日・３０日（毎土曜日）

〈全３回〉１０：４５〜１１：３０ １０２Ｂ 小学３年生〜６年生

１６日（土）
１１：００〜１２：００ １０３Ａ

　ＩＴプログラミング教室
　☆２

小学１〜３年生の子
と保護者 ８組 兵庫県

職業能力開発協会
ITマスター
古池　裕治　他

ロボット・ナオを使用したプログラミング教室
専用のタブレットを使用し、話したり動かしたりできる
プログラムを入力して、ロボットを操作しよう。
〔場所：7階研修室〕

抽選

11/1〜
12/23
消印有効１６日（土）

１３：００〜１５：００ １０３Ｂ 小学４〜６年生 １０人

１７日（日）　
１０：３０〜１２：００ １０4Ａ

　抹茶と和菓子
　☆1☆２

小学生以上
（保護者の見学不可）各１６人

神戸市
生活指導研究会
裏千家　中村　宗久

フルーツ大福を手作りしましょう。お茶（薄茶）のお作
法も少し教えてもらいます。持ち帰りです。
アレルギー物質（7品目）不使用
●参加費/300円

〔場所：6階料理教室〕
抽選

11/1〜
12/23
消印有効17日（日）　

13：30〜１５：００ １０4Ｂ


