
［ＴＥＬ（078）382－1355（療育直通）］［ＴＥＬ（078）382－1355（療育直通）］

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員や内容等が変更になる場合があります。

アンパンマン
こどもミュージアム
アンパンマン
こどもミュージアム

●申し込み多数の場合は神戸市在住者を優先して抽選します。
●定員に達しない講座については、締切後でも先着順で受け付けます。
●18歳未満の子どもの申し込みについては、保護者の確認が必要です。
●いったん納められた参加費は、原則としてお返しできません。
●申し込みの少ない講座等については中止することがあります。
●講座等のお申し込みの際にいただいた個人情報は、お申し込み講座の受講に関するご連絡のみに利用させていただきます。

（代）
（療育直通）

6363

お名前
保護者お

名前（ふり
がな）

※申込は1人につき1講座１回でお願いします。
　同じ講座への重複申込は無効になります。

親子あそび、体操、簡単工作などみんなで楽しくあそびましょう。
参加費は無料です。 場所：7階こべっこホール

講師 ： NPO法人子育て支援ネットワークあい

おやこひろばおやこひろばおやこひろばおやこひろば

　下の図のように記入して、郵送してください。
※講座ごとに家族単位でお申し込みください。兄弟・お友
だちといっしょに参加を希望する場合は、赤ペンで
「○○さんとグループ抽選希望」と明記してください。
なお、お友だちとは別々に申し込みをしてください。（兄弟
でお申し込みの場合のみ１枚のハガキで申し込めます。）
※申込期間外に到着したものは落選になります。

往復ハガキで
申し込む場合

５階事務室の窓
口で申し込み用
紙に記入して官
製ハガキを添え
て申し込んでく
ださい。

こべっこランドで
申し込む場合

※ホームページ上の申込フォームに沿って申し込んでください。
※先着順の講座につきましては、「お申込みの確認（自動返信メール）」をもって参加決定といたしま
す。抽選の講座につきましては、受付締切後約1週間で必ず抽選結果（当選・落選）を、メールアドレス
にご連絡いたします。メールが届かない場合は、抽選結果をこべっこランドへお問い合わせください。
※お友だちと一緒に参加を希望の方は別々に申し込みをしていただき、「参加希望お友だち情報」欄
にお友だちの名前を入力してください。

ホームページから
申し込む場合

ご注意

発達がゆっくりな高学年のためのプログラム～スマイルクラブ～発達がゆっくりな高学年のためのプログラム～スマイルクラブ～

  7月     7日　七夕まつり
  9月     8日　親子ふれあいあそび
  9月15日　敬老の日のプレゼント作り
  9月29日　運動あそび（パフリング・なわとびをつかって）

詳しくは、ホームページ最新情報をご覧ください。

  7月     1日　七夕あそび 
  7月     8日　ミニなつまつり
  9月     9日　大型遊具あそび
  9月16日　敬老の日のプレゼント作り
  9月30日　お買い物ごっこ

学齢期　子育て講座（第53期）学齢期　子育て講座（第53期）赤ちゃんとのふれあい講座赤ちゃんとのふれあい講座 講座№901 講座№903

対　象  令和3年４月・５月生まれの乳児と保護者
日　時  9/2・9・16・30・10/7・14・21　いずれも木曜日10：00～12：00
　　　  ※9/18（土）10：00～家族で参加　全8回　場　所   4階　生活室・育成室　講　師  
講　師 親と子のふれあい研究会　代表　大島　剛（神戸親和女子大学  文学部教授）他
内　容 子育てをもっと楽しくするために、お子さんとふれあい遊びをしたり、講師を交えてお

話しをする講座です。（※講座中、お子さんは同じお部屋でスタッフと遊ぶことも
あります。）

定　員 10組（抽選）　参加費  1,000円（8回分）　締　切  8月17日 (火）必着

対　象 概ね4歳～10歳の子どもの保護者
日　時 9/7・14･28・10/5・12・19　いずれも火曜日（全6回）10：00～12：00  場　所  4階　生活室
講　師  家族支援研究会　代表　倉石　哲也（武庫川女子大学 文学部心理・社会福祉学科教授）他
内　容 ミニ講義・体験学習を通して、子どもとのよりよい関わり方を考える講座です。
定　員  10人（抽選）  参加費  無料
託　児　要相談。備考欄に子どもの年齢・人数を明記してください。希望者が多い場合はお断りすることがあります。
締　切　8月20日（金） 必着　その他  申込時、備考欄に、「子どもの性別・年齢・学年・気

になること」を明記してください。

  
  7月     7日　ミニなつまつり
  9月     8日　大型遊具あそび
  9月15日　敬老の日のプレゼント作り
  9月29日　親子あそびと救急救命講座

親子クッキング教室親子クッキング教室 講座№1004

対　象  小学4年生～中学生と保護者
日　時  10月10日（日）10：30～12：00
場　所  6階　料理教室
講　師  NPO法人　食ネット
内　容 お肉と卵とやさいの簡単三色お弁当作りにチャレンジしよう！親子二人

分持ち帰りです。アレルギー物質（７品目）のうち　 卵・小麦　を使用 
定　員  8組（抽選）　参加費　500円（親子1組につき）
締　切  9月24日（金）必着

プログラミング教室プログラミング教室 講座№902

対　象 小学4年生～中学生と保護者
日　時 ９月４日（土）10：00～12：00
場　所 4階　生活室
講　師 一般社団法人 神戸障害児スポーツ振興協会 
内　容 親子で楽しみながらプログラミングを学び、IT

の正しい知識を身につけよう！
定　員 6組（抽選）　参加費　子ども1人につき500円
締　切 8月21日（土）必着

トランポ・ロビックストランポ・ロビックス 講座№704

対　象  小学4年生～中学生と保護者
日　時  7月11日（日）10：30～11：30
場　所  7階　こべっこホール
講　師  HAT-Robics　JAPAN　山本　孝代
内　容 ミニトランポリンを使って、思いっきり体を動か

し、楽しみながら心身ともにリフレッシュしよう！！
定　員  10組（抽選）　参加費　無料
締　切  7月2日（金）必着

講座・イベント案内
July
7777

August
8888

September
99992021202120212021

スタジオコンサートスタジオコンサート

7月11日●日

～ 走って！跳んで！投げて！～
～ 走って！跳んで！投げて！～

わくわく体験☆こべっこランドわくわく体験☆こべっこランド

こべっこ！森と海と生きものと！
こべっこ！森と海と生きものと！

こべっこランド
マスコットキャラクター

カーモ

こべっこランド
マスコットキャラクター

カーモ

高校生によるサイエンス教室
高校生によるサイエンス教室

チャレンジ教室チャレンジ教室

芸工大ワークショップ芸工大ワークショップ
「身近な電気！ その正体とは！？」

事前
申込

事前
申込

・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。

新型コロナウイルス
感染症防止対策
について

8月21日●土

8月4日●・8月5日●水 木

9月18日●・19日●土 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

7
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

〔場所：６階音楽スタジオ〕

★ 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。８／１（日）・９／５（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。

先着順 
受付

１１日（日）
Ⓐ１０：３０～１１：００
Ⓑ１３：００～１３：３０

　スタジオアニメコンサート
〔場所：６階音楽スタジオ〕

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各20人 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曲をたくさん演奏し
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。

先着順 
受付

１７・３１・８月２１日（土）
〈全３回〉１０：００～１０：４５ ７０５Ａ 　発達がゆっくりなお子さんの

　　ための体操教室
　☆２

〔場所：７階こべっこホール〕

小学１・２年生

各１５人 一般社団法人
神戸障害児スポーツ振興協会

児童の苦手種目トップ３（跳び箱・マット・鉄棒）にチャレ
ンジ‼指導を通じて「やってみる！」「出来る！」事の楽し
さを実感します。友達や体操の先生と一緒にチャレン
ジしよう！
●参加費／１，５００円

抽選
6/15～
7/3１７・３１・８月２１日（土）

〈全３回〉１１：００～１１：４５ ７０５Ｂ 小学３～６年生

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

〔場所：６階音楽スタジオ〕

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各20人 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

たくさんの楽器を使って、みんなで「ミニ音楽会」を楽
しみましょう。８／１５（日）・９／１２（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。

先着順 
受付

２２日（木・祝）
１０：００～１２：００ ７０６Ａ 　ニッポンのものづくり

　　「ものづくり体験教室」
　☆１☆２

〔場所：７階こべっこホール〕

小学生・中学生
（保護者の見学不可） 各６０人

兵庫県職業能力開発協会
兵庫県技能士会連合会
（６団体）

ニッポンの伝統的なものづくりをマイスターに習い、
体験してみよう。（作った作品は持ち帰りできます）
※参加できるプログラムは当日選びます（各プログラ
ム定員１０人／定員を超えた場合は抽選になります） 抽選

6/15～
7/8２２日（木・祝）

１３：15～１５：15 ７０６Ｂ

２５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！
　　〜夏だ！わっしょい☆おまつりパーク〜

〔場所：７階こべっこホール〕

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

さぁ、おまつりがはじまるよ！
ボランティアリーダーや友だちと一緒に楽しい夏の思
い出を作ろう♪

先着順 
受付

２９日（木）
１３：３０～１５：００ ７０７

　ダブルダッチに挑戦！
　☆２

〔場所：７階こべっこホール〕
小学生以上 ２０人 兵庫県ダブルダッチ協会

ダブルダッチとは２本のロープを使って跳ぶなわとびで
す。跳び方のコツさえわかれば、誰にでもできる楽しい
スポーツです。かっこいいパフォーマンスに挑戦しよう！ 抽選

6/15～
7/15

３１日（土）
１０：００～１１：３０ ７０８Ａ

　からだにおいしいクッキング
　　「かば焼きのお魚と卵の三色丼」
　☆１☆２

〔場所：６階料理教室〕

小学生以上
（保護者の見学不可） 各２４人 ＮＰＯ法人 食ネット

甘辛おいしいかば焼きのお魚と卵などで、簡単栄養
いっぱいの三色丼を作ります。持ち帰りです。
アレルギー物質（７品目）のうち　卵、小麦　使用
●参加費／５００円 抽選

6/15～
7/18

３１日（土）
１３：００～１４：３０ ７０８Ｂ

8
月

１日（日）
１０：００～１１：３０ ７０８Ｃ

１日（日）
１３：００～１４：３０ ７０８Ｄ

4日（水）・5日（木）
１０：００～１０：５０ 801A 　チャレンジ教室

　　〜走って！跳んで！投げて！〜
　☆２

〔場所：７階こべっこホール〕

小学１・２年生

各２０人 ミズノスポーツサービス

走り方の基本姿勢や腕の振り方を学んだり、ボールや
フープをつかって、投げたり跳んだりします。体を動か
すことの楽しさを学ぶ教室です
●参加費／１，０００円

抽選
6/15～
7/214日（水）・5日（木）

１１：００～１１：５０ 801B 小学３～６年生

８日（日）～１５日（日）
Ⓐ ９：３０　Ⓑ１２：３０
Ⓒ１５：００
※１５日（日）はⒸはなし
※１０日（火）は休館日

　こべっこ昆虫展

〔場所：７階こべっこホール〕

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

ー 神戸小動物生態研究会

世界最大のカブトムシとして知られるヘラクレスオオ
カブトや水生昆虫の王者タガメなど生きた昆虫が大集
合します。１０００点以上の珍しい標本も見ることがで
きます。
※時間制限をしている場合があります。

先着順 
受付

１４日（土）
１０：００～１0：5０ 802A

　親子クッキング
　　「バケットピザ」
　☆１☆２

〔場所：６階料理教室〕

２歳・３歳の子と
保護者

各８組
（２人１組） 神戸市生活指導研究会

おうちの人と協力してバケットピザ作りに挑戦してみ
ましょう。持ち帰りです。
アレルギー物質（７品目）のうち　乳・小麦　使用
●参加費／１組８００円

抽選
7/1～
7/31

１４日（土）
１１：３０～１２：2０ 802B

４歳～就学前の子と
保護者１４日（土）

１３：３０～１４：2０ 802C

１５日（日）
１０：００～１0：5０ 802D ２歳・３歳の子と

保護者
１５日（日）
１１：３０～１２：2０ 802E

４歳～就学前の子と
保護者１５日（日）

１３：３０～１４：2０ 802F

１９日（木）
１０：００～１１：３０ 803A 　親子ドラム教室

　☆１☆２
〔場所：７階こべっこホール〕

小学生以上の子と
保護者

各6組
（２人１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 抽選

7/1～
8/5１９日（木）

１３：００～１４：３０ 803B

20日（金）
１４：００～１６：３０ 804

　親子人形劇ワークショップ
　☆２☆3

〔場所：７階研修室〕

５歳以上の子と
保護者 ２０人 人形劇団むすび座

スペースとおりゃんせ
親子で、プロの人形劇団の方に教えてもらいながら
かわいい人形を作って、人形劇を体験してみよう。
（人形は1家族2体です） 抽選

7/1～
8/6

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

8
月

２１日（土）
１０：３０～１２：００ 805A 　高校生によるサイエンス教室

　　「身近な電気！その正体とは⁉」
　☆１☆２

〔場所：７階研修室〕

小学生以上
（保護者の見学不可） 各２４人

兵庫県立神戸高等学校
自然科学研究会
化學班

高校生と一緒に電気について様々な現象の実験をし
ながらその正体を学びます。工作もします。 抽選

7/1～
8/7２１日（土）

１３：３０～１５：００ 805B

２２日（日）
12：40～13：40 806

　なるほど！The ワールド
　　〜知ろう！見よう！体験しよう！〜
　☆２

〔場所：７階こべっこホール〕

小学生以上 30人 こべっこランドスタッフ　他 ＳＤＧｓにふれながら、いろいろな国の「衣・食・遊」を楽しく体験しましょう！ 抽選
7/1～
8/8

２８日（土）
１４：３０～１５：１５ 807

　こべっこ寄席
　　親子で「落語」を楽しもう！
　☆３

〔場所：７階こべっこホール〕

小学生以上の子と
保護者
（幼児の同伴不可）

８０人
桂　弥壱
桂　そうば
桂　吉弥

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人につき５００円 抽選

7/1～
8/14

２９日（日）
１１：００～１２：３０ 808

　こべっこBOSAI教室
　　パッククッキング体験
　　「カレーライスと蒸しパン」
　☆2

〔場所：６階料理教室〕

小学生以上の子と
保護者
（子ども2人まで） 8家族 神戸松蔭女子学院大学

災害時にも活用できる調理法と紙食器作りに親子で
チャレンジしてみましょう。
（１家族１食分です。カレーライスは試食し、蒸しパン１
個は持ち帰りです）
アレルギー物質（７品目）のうち　 卵・乳・小麦　を使用
●参加費／1家族３００円

抽選
7/1～
8/15

２９日（日）
Ⓐ１３：3０～１４：3０
Ⓑ１５：１５～１６：１５

　こべっこBOSAI教室
　　〜家族で楽しくまなぼうさい〜

〔場所：７階こべっこホール〕

４歳以上
（未就学児は
保護者同伴）

各６０人
兵庫県立舞子高等学校
ＮＰＯ法人プラス・アーツ
かば☆うま

家族で楽しくBOSAI体験をして、身近におこる災害に
備えよう。非常食の試食もあります。　

先着順 
受付

9
月

4日（土）・5日（日）
Ⓐ ９：３０　Ⓑ１２：３０
Ⓒ１５：００
5日（日）はⒸはなし

　おばけやしき
〔場所：７階こべっこホール〕

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各１００人 こべっこランド大学生ボランティア

暗闇に包まれたおばけの世界。大人も子どもも思わず
ビクビク！あなたは帰ってこれるかな？
※９：３０より、1階玄関前ですべての回の入場整理券を配布します。

（１日１人１回）

先着順 
受付

１１日（土）
１０：0０～１1：3０ 904A

　おじいちゃんおばあちゃんとクッキング
　　「カップ寿司」
　☆１☆2

〔場所：６階料理教室〕

４歳以上の子と
祖父（または祖母）

各８組
（２人１組） 神戸市生活指導研究会

おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に、彩り鮮やかな
カップ寿司を作ってみましょう。持ち帰りです。
アレルギー物質（７品目）のうち　卵、小麦　を使用
●参加費／１組１，０００円

抽選
7/15～
8/28

１１日（土）
１３：0０～１4：3０ 904B

１２日（日）
１０：0０～１1：3０ 904C

１２日（日）
１３：0０～１4：3０ 904D

18日（土）・19日（日）
Ⓐ ９：３０　Ⓑ１２：３０
Ⓒ１５：００
19日（日）は©はなし

　芸工大ワークショップ
　　こべっこ！森と海と生きものと！

〔場所：７階こべっこホール〕

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

各回
90人 神戸芸術工科大学

神戸は山と海に囲まれた自然豊かな街です。神戸の自
然をみんなでアートにしてみましょう！かわいい動物た
ちも待ってます！
※汚れてもよい服装でお越しください。
※時間制限をしている場合があります。

先着順 
受付

１８日・２５日・１０月２日（毎土曜日）
〈全３回〉９：４５～１０：３０ 905A 　小学生ドラム教室

　☆２
〔場所：６階音楽スタジオ〕

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曲を通して生演
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 抽選

8/1～
9/4１８日・２５日・１０月２日（毎土曜日）

〈全３回〉１０：４５～１１：３０ 905B 小学３年生～６年生

２０日（月・祝）
１１：００～１１：４５ 906A 　キャラメルマシーンの

　　スーパーサイエンスショー
　☆１☆３

〔場所：７階こべっこホール〕

４歳以上
（未就学児は
保護者同伴）

各８０人 キャラメルマシーン

お笑いマジックコンビ「キャラメルマシーン」による笑
い＋サイエンス＋マジックの新感覚サイエンスショー
です
●参加費／４歳以上１人につき３００円

8/1～
先着順２０日（月・祝）

１３：１５～１４：００ 906B

２３日（木・祝）
１０：００～１１：３０ 907A 　ニッポンのものづくり

　　「左官職人に挑戦」
　☆１☆２

〔場所：７階こべっこホール〕

小学生・中学生
（保護者の見学不可） 各２０人 神戸ｙａｍａｃｈｉｋａ（左官）

左官職人の仕事についてのお話と左官職人さんの技
を見せてもらいましょう。その後、職人さんに教えても
らいながら、鏝（こて）で壁塗り体験をします。 抽選

8/1～
9/9２３日（木・祝）

１３：３０～１５：００ 907B

２４日～１０月２２日
（毎金曜日）〈全５回〉
１０：００～１０：４０

908A 　はじめての楽器あそび
　☆２

〔場所：６階音楽スタジオ〕

１歳６ケ月～
２歳５ケ月の子と
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

抽選
8/1～
9/10２４日～１０月２２日

（毎金曜日）〈全５回〉
１１：００～１１：４０

908B
２歳６ヶ月～
就学前の子と
保護者

２５日（土）
１０：００～１０：４５ 909A

　伝承料理
　　「おはぎをつくろう」
　☆１☆２

〔場所：６階料理教室〕

５歳・６歳の子
（保護者の見学不可）

各２４人 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種類を作り
ます。持ち帰りです。
幼児が参加の場合、保護者はロビーで待機していただ
きます。
アレルギー物質（７品目）は不使用
●参加費／３００円

抽選
8/1～
9/11

２５日（土）
１１：３０～１２：１５ 909B

小学生以上
（保護者の見学不可）２５日（土）

１３：15～１4：00 909C

２６日（日）
１０：００～１０：４５ 909D ５歳・６歳の子

（保護者の見学不可）
２６日（日）
１１：３０～１２：１５ 909E

小学生以上
（保護者の見学不可）２６日（日）

１３：15～１4：00 909F

10
月

２日～１６日（毎土曜日）
〈全３回〉１０：００～１０：５０ 1001A 　親子体操教室

　☆２
〔場所：７階こべっこホール〕

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

抽選
8/15～
9/18２日～１６日（毎土曜日）

〈全３回〉１１：００～１１：５０ 1001B ３歳・４歳の子と
保護者

２日～１６日（毎土曜日）
〈全３回〉１３：００～１３：５０ 1002A 　わんぱく体操教室

　　〜とび箱編〜
　☆２

〔場所：７階こべっこホール〕

５歳～就学前の子
各２０人 神戸ＹＭＣＡ

初心者向けの教室です。とび箱がとべるようになるコ
ツを学びます。
●参加費／子ども１人につき１，５００円 抽選

8/15～
9/18２日～１６日（毎土曜日）

〈全３回〉１４：００～１４：５０ 1002B 小学１年生～４年生

１０日（日）
１４：００～１４：４０ 1003

　親子で楽しむ！
　　秋のファミリーこんさぁと♪
　☆３

〔場所：７階こべっこホール〕

１８歳未満
（未就学児は
保護者同伴）

８０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
四重奏でお届けします。
●参加費／４歳以上１人につき３００円

8/15～
先着順

１６日（土）
１０：００～１１：３０ 1005A

　からだにおいしいクッキング
　　「ツナ＆ベジタブル海苔巻き寿司」
　☆１☆２

〔場所：６階料理教室〕

小学生以上
（保護者の見学不可） 各２４人 ＮＰＯ法人 食ネット

ツナと野菜とマヨネーズで栄養バランスよい簡単海苔
巻き寿司を作ります。
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／５００円

抽選
9/1～
10/2

１６日（土）
１３：００～１４：３０ 1005B

１７日（日）
１０：００～１１：３０ 1005C

１７日（日）
１３：００～１４：３０ 1005D

●造 形スタジオ

●音楽スタジオ

：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
： 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
●あかちゃんスペース
●コンピュータールーム
●図書コーナー

：空中トンネルやゴンドラがあります。 対象 小学生以下
：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
：タブレットでゲームができます。対象 18 歳未満
：本を読んだりすることができます。対象 18歳未満

5F

6F

デイリールームで
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。

※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。

7月・8月・9月の申込講座・イベントのご案内 利用方法などの最新情報はHPをご覧ください。


