


14期 ジュニア（中高生）ボランティア14期 ジュニア（中高生）ボランティア
募 集 期 間 　4月1日（木）～４月３０日（金）
対 　 象 　中学１年生～高校３年生（18歳未満）

※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。

※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。

☆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。

4月・5月・6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

4
月４日（日）

Ⓐ  ９：４０～１０：１０★
Ⓑ１０：４０～１１：１０☆
Ⓒ１２：４０～１３：１０★
Ⓓ１３：４０～１４：１０☆

　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。
(見学の保護者は1人までです。)
5/9（日）・6/6（日）も実施します。
※9:30より、１階玄関前ですべての回の参加券を配付します。
〔場所：6階音楽スタジオ〕

先着順 
受付

１８日（日）
Ⓐ１３：３０～１４：１５
Ⓑ１５：１５～１６：００

　ボランティアリーダーとあそぼう！
　　元気もりもり！運動パーク

幼児～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

ボランティアリーダーや友達と一緒に楽しくからだを
動かして盛り上がろう♪
※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

１８日（日）
Ⓐ  ９：４０～１０：１０★
Ⓑ１０：４０～１１：１０☆
Ⓒ１２：４０～１３：１０★
Ⓓ１３：４０～１４：１０☆

　ギターにチャレンジ
★ 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

ミニギターの正しい持ち方や鳴らし方にチャレンジ！
かっこよくギターを弾いてみましょう。
(見学の保護者は1人までです。)
５/１６（日）・６/２０（日）も実施します。
※９:３０より1階玄関前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

２５日（日）
Ⓐ１３：３０～１４：００
Ⓑ１５：１５～１５：４５

　スマイルコンサート
　　～とびだせ　音楽スタジオ～

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各６０人 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

楽しい曲をたくさん演奏します。いろいろな楽器で、合
奏にも挑戦します。
〔場所：7階こべっこホール〕

先着順 
受付

２９日（木・祝）
１4：００～１4：45 404

　人形劇公演
　　「のほほんカーニバル」
　☆3

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

60人 人形劇団京芸

しんすけおじさんののほほんカーニバル！
「ワニくんのめざましどけい」他2作品の楽しい人
形劇のお祭りです。
●参加費/４歳以上１人につき３００円
〔場所：７階研修室〕

4/1～
先着順 
受付

5
月

１日（土）～５日（水・祝）
Ⓐ  ９：３０～１１：１５
Ⓑ１２：３０～１４：１５
Ⓒ１５：００～１６：４５
※ 各終了時間１５分前受付終了
※ 最終日はⒸはなし

　わくわく☆ゴールデンウイーク
　　巨大めいろ

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各１００人 こべっこランドスタッフ
こべっこホールが巨大めいろに変身！
行き止まりやまわり道に迷わず、ゴールできるかな⁉
〔場所：7階こべっこホール〕

先着順 
受付

４日（火・祝） 
１０：００～１１：００ 501A

　こいのぼりクッキー
　☆１☆２

５・６歳の子

各１６人 神戸市生活指導研究会

2色の生地のこいのぼりクッキーをつくります。
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　使用
（保護者の見学不可。幼児が参加の場合はロビーで待
機していただきます。）
●参加費/３００円
〔場所：6階料理教室〕

抽選
4/20
消印有効

４日（火・祝） 
１1：3０～１2：3０ 501B 小学生以上

４日（火・祝） 
１３：３０～１４：３０ 501C 小学生以上

５日（水・祝） 
１０：００～１１：００ 501D ５・６歳の子

５日（水・祝） 
１1：3０～１2：3０ 501E 小学生以上

５日（水・祝） 
１３：３０～１４：３０ 501F 小学生以上

２８日～６月２５日（毎金曜日）
〈全５回〉１０：００～１０：４０ 505A

　はじめての楽器あそび
　☆２

１歳６ヶ月～
２歳５ヶ月の子と
保護者

各10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人につき3,0００円
〔場所：６階音楽スタジオ〕

抽選

4/10～
5/14
消印有効２８日～６月２５日（毎金曜日）

〈全５回〉１１：００～１１：４０ 505B
２歳６ヶ月～
就学前の子と
保護者

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２９日～６月１２日（毎週土曜日）

〈全３回〉１０：００～１０：５０ 506A

　親子体操教室
　☆２

２歳の子と保護者

各２０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人につき１,５００円
〔場所：7階こべっこホール〕

抽選

4/10～
5/15
消印有効２９日～６月１２日（毎週土曜日）

〈全３回〉１１：００～１１：５０ 506B ３・４歳の子と
保護者

２９日～６月１２日（毎週土曜日）
〈全３回〉１３：００～１３：５０ 507A

　わんぱく体操教室
　　～鉄棒編～
　☆２

５歳～就学前の子

各２０人 神戸ＹＭＣＡ

鉄棒が苦手でも大丈夫です！
さかあがりのコツを学びます。
初心者向けの教室です。
●参加費/子ども1人につき１,５００円
〔場所：7階こべっこホール〕

抽選

4/10～
5/15
消印有効

２９日～６月１２日（毎週土曜日）
〈全３回〉１４：００～１４：５０ 507B 小学１年生～

４年生

6
月

13日（日）
１３：００～１５：１５ 601

　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！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

4/10～
5/30
消印有効

１９日（土）
１０：００～１１：３０ 603A

　ロリポップパン
　☆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

ロリポップパンづくりに挑戦しましょう。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

5/1～
6/5
消印有効

１９日（土）
１３：００～１４：３０ 603B

２０日（日）
１０：００～１１：３０ 603C

２０日（日） 
１３：００～１４：３０ 603D

２７日（日）
１０：００～１２：００ 605A

　親子で一緒にロボクラフト！
　☆１☆２

５歳以上の子と
保護者 15組 神戸芸術工科大学

わりばしやカラーセロハンなどの素材を使って
TAMIYA製のロボクラフトをオリジナルロボットに
変身させよう！
●参加費/子ども1人につき５００円
〔場所：7階こべっこホール〕

抽選

5/1～
6/13
消印有効２７日（日）

１３：３０～１５：３０ 605B

7
月

３日（土）
１０：00～１１：３０ 702

　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人

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うごかし
て遊びましょう。
※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

4/1～
6/19
必着

１０日（土）
１０：30～１１：45 703A

　親子クッキング
　　「くまちゃんのそぼろごはん」
　☆１☆２

小学生以上の子と
保護者
（２人１組）

各８組 神戸市生活指導研究会

親子でくまちゃんのかたちのそぼろごはんづくりに
チャレンジ！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/８００円
〔場所：6階料理教室〕

抽選

5/1～
6/26
消印有効

１０日（土）
１３：００～１４：15 703B

１１日（日）
１０：30～１１：45 703C

１１日（日）
１３：００～１４：15 703D

●造形スタジオ：いろいろな材料をつかってアイディアいっぱいの作品をつくります。
　　　　　　　　１日に１つ作ることができます。対象 ２歳～18 歳未満
●音楽スタジオ： 自由に好きな楽器にトライできます。いろいろな音を体験しましょう。
　　　　　　　　対象18 歳未満

☆就学前の幼児は必ず保護者（18 歳以上）同伴でご利用ください。

●プレイルーム：空中トンネルやゴンドラがあります。 対象 小学生以下
●あかちゃんスペース：ハイハイまでの赤ちゃんが安心して過ごせる場所です。
　　　　　　　　　対象 ハイハイまでの赤ちゃんと保護者
●コンピュータールーム：パソコン、タブレットでゲームができます。対象 １８歳未満
●図書コーナー：本を読んだりすることができます。対象 １８歳未満

5F
デイリールームで
楽しくあそべます 6F

ボランティア研修会 5月15日（土）13:30～15:00・5月16日（日）10:30～12:00 ※どちらかに必ず参加
全体研修後、各ボランティアに分かれオリエンテーションをします。

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。

39期 学生ボランティア（こべっこランドボランティア）39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（木）～4月30日（金）
対 象 　大学・短期大学・専門学校・大学院の在学生
見 学 　 ４月18日（日）15：15～16:00の「ボランティアリーダーとあそぼう！」

の見学ができます。

12期 12期 社会人ボランティア（こべっこスマイルサポーター）社会人ボランティア（こべっこスマイルサポーター）
募 集 期 間 　4月1日（木）～４月30日（金）
対 　 象 　18歳以上（学生を除く）

講座№402講座№401

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。


