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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。当日自由参加です。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

登録はホームページからまたは、
右記のQRコードを読取手続きし
てください。

10月4日 親子運動会
10月11日 いもほり遠足ごっこ
10月18日 マットを使ったあそび
10月25日 ハロウイーンごっこ
11月1日 せんたくばさみを使ってあそぼ

10月5日 新聞紙あそび
10月12日 おえかきあそび
10月19日 うんどうかい
10月26日 ハロウィンごっこ
11月2日 お店屋さんごっこ

10月4日 つくってあそぼう
10月11日 パラバルーン遊びと
 ミニ育児講座
10月18日 ミニ運動会
10月25日 ハロウィンごっこ
11月1日 ベビービクス

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、館の規定により臨時閉館となります。なお、講座等につきましては、開始の2時間前に上記の気象警報が
発表されている場合は延期または中止となります。また、その後に発表された場合も、延期または中止となる場合があります。

「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。

名

第15期 思春期子育て講座第15期 思春期子育て講座

対　象 概ね10歳～15歳の子どもの保護者
日　時 平成30年１/16・23・30　2/6・20　
  いずれも火曜日(全５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 子どもとのコミュニケーションのとり方や、思春

期の課題・問題について、グループディスカッショ
ンを中心に理解を深めていく講座です。

定　員 10名 参加費  無料
 託　児 申込時、備考欄に子どもの年齢・人数を明記して下さい。
締　切 1月5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。

講座№105

第11期 就学前子育て講座第11期 就学前子育て講座

対　象 年長および小学１年生の保護者
日　時 １１/２１・２８・１２/５
 　　　いずれも火曜日（全3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 勉強、ともだち、生活リズムなど、小学校生活

を楽しく、意欲をもって送れるようにするため
のヒントをつかみます。

定　員 15名 参加費  無料
 託　児 申込時、備考欄に子どもの年齢・人数を明記して下さい。 
締　切 11月10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。

講座№1107

おねしょを通した親子のふれあい講座おねしょを通した親子のふれあい講座

対　象 おねしょがある小学１～３年生の子どもの保護者
日　時 平成30年１/11・18・25　2/１・８・１５・22　

いずれも木曜日　10：00～12：00
　　　2/1のみ１３:３０～１５：３０
　　　※1/20（土）10：00～　家族で参加　全8回
 場　所 ４階　生活室
講　師 親と子のふれあい研究会　代表　芝野松次郎

（関西学院大学人間福祉学部教授）他
内　容 専門家のアドバイスを受けながらおねしょについてグル―プで考えます。
定　員 10名 参加費  1,000円
 託　児 申込時、備考欄に子どもの年齢・人数をお書きください。 
締　切 12月12日(火) 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。

講座№103

 30周年記念 療育講演会「～学齢期の子育てを考える～子育てにぬくもりとかがやきを」 30周年記念 療育講演会「～学齢期の子育てを考える～子育てにぬくもりとかがやきを」
講座№1006

定　員 120名　参加費  無料
申　込 9月15日（金）から先着順受付
託　児 抽選15名　9月15日(金）～

30日(土）必着　（2歳から小
学6年生まで）申し込み時、備
考欄に子どもの名前・年齢・性
別を明記してください。

11月8日 サーキットあそび
11月15日 お店屋さんごっこ
11月29日 クリスマス制作
12月6日 クリスマスお楽しみ会

11月9日「おなか元気教室」
 兵庫ヤクルト販売(株）
11月16日 パラバルーンあそび
11月30日 忍者あそび
12月7日 クリスマス会

11月8日「おなか元気教室」
 兵庫ヤクルト販売(株）
11月15日 リズムであそぼう
11月29日 こべっこ写真館
12月6日 クリスマス会

（年末年始12/29～1/3休館）

日　時 平成29年10月29日(日）13：30～16：00
対　象 保護者・保育士・教員・児童館職員・子育て支援ボランティア等
 場　所 7階　こべっこホール
講　師 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 第 1 部は講師による基調講演、第 2 部は大阪府立大学名誉教授安藤 忠先生を座長に、

福祉や心理の専門家も加わり、参加者から出された質問を交えながらパネルディスカッ
ションを行います。学齢期の子どもの育ちの理解を深め、より良い関わり方を学びます。

11月23日 木・祝

KOBE★はたらキッズ
KOBE★はたらキッズ
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10月15日●日楽しい！秋の
ファミリーこんさぁと♪
楽しい！秋の
ファミリーこんさぁと♪

10月9日国際交流事業
ALTの先生と英語であそぼう
国際交流事業
ALTの先生と英語であそぼう

月・祝

11月26日●日
大学コンソーシアムひょうご神戸
キッズフェスティバル２０１７
大学コンソーシアムひょうご神戸
キッズフェスティバル２０１７

10月21日●・22日●土 日

30周年記念30周年記念

11月4日●・5日●土 日

料理が好きになる教室 
～おべんとう編～
料理が好きになる教室 
～おべんとう編～

11月5日●日人形劇
「三びきのやぎのがらがらどん」他
人形劇
「三びきのやぎのがらがらどん」他

11月11日●・12日●土 日

30周年記念
キラキラ光る風車を作ろう！
30周年記念
キラキラ光る風車を作ろう！

お笑いコメディー
ヒーローショー
お笑いコメディー
ヒーローショー
11月3日 金・祝

12月16日●・17日●・
　　23日　　・24日●土・祝

土 日

日

11月18日●土
神戸高専サイエンスフェスタ
inこべっこランド
神戸高専サイエンスフェスタ
inこべっこランド

10月29日●日

30周年記念  療育講演会
「～学齢期の子育てを考える～
  子育てにぬくもりとかがやきを」

30周年記念  療育講演会
「～学齢期の子育てを考える～
  子育てにぬくもりとかがやきを」

武庫川女子大学
倉石 哲也 先生
武庫川女子大学
倉石 哲也 先生

こべっこランドは30周年こべっこランドは30周年こべっこランドは30周年
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10
月

１日（日）
Ⓐ10:00♥ Ⓑ11:00♡
Ⓒ13:00♥ Ⓓ14:00♡
Ⓔ15:00♥ Ⓕ16:00♡

ドラムにチャレンジ ♥幼児向け
♡小学生向け 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。
11/５（日）・12/３（日）・１/７（日）も実施します。
※９：30より６階音楽スタジオで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～12月16日の内土曜日
〈全10回〉
10:30～12:00
発表：12月23日（土・祝）

1002
ハンドベルクラブ
リトルリンガーズ
☆２

小学生 20名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

12月23日（土・祝）のハンドベルミニコンサートに向けて練習しま
す。ドイツ製のハンドベルを使用します。
●参加費/3,000円
〔場所：６階音楽スタジオ〕 抽選

9/9～
9/23
消印有効

８日（日）
Ⓐ10:30～11:30
Ⓑ13:00～14:00
Ⓒ15:00～16:00

ボランティアリーダーとあそぼう！
～こべっこ　おえかきパーク～

０歳～小学６年生まで
（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
お友達と一緒に大きな紙におえかきをしよう！色々な道具や手足を
使って思いっきり楽しもう！
※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

８日（日）
10:00～12:00 1003A お父さんと作ろう！

おもしろロボット！！
☆1☆３

５歳以上の子と
その男性保護者 各30名 神戸芸術工科大学

お父さんと一緒に動くロボットを作りましょう。小型コンピュータ
を使って、ロボットの動きをプログラミング！色んな素材でオリジナ
ルロボットを作り上げましょう。
●参加費/こども１名につき500円
〔場所：７階研修室〕

抽選

9/9～
9/24
消印有効８日（日）

13:30～15:30 1003B

９日（月・祝）
13:00～13:45 1004A 国際交流事業

ＡＬＴの先生と英語で遊ぼう
☆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

9/9～
9/24
消印有効９日（月・祝）

14:30～15:15 1004B 小学３年生～
６年生

15日（日）
14:00～15:00 1005

楽しい！
秋のファミリーこんさぁと♪
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 神戸市室内合奏団
弦楽四重奏

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。また実際にヴァイオリンを奏でることができる「ヴァイオ
リン体験」もできます。
●参加費：４歳以上１人300円
〔場所：７階こべっこホール〕

９/9
より
先着順
受付

10月・11月・12月の申込講座・イベントのご案内

ホームページからも申込みができます。
ホームページからの
申し込みについて

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 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。

10
月

21日（土）・22日（日）
Ⓐ10:30～11:30
Ⓑ13:00～14:00

ハロウィンへんしん工場
幼児と保護者
または18歳未満
の児童

各150名 こべっこランドスタッフ
「かぼちゃ」や「がいこつ」のかぶりものやマントを作ってみんなで
仮装しましょう。
各回、７階こべっこホールで材料をお渡しします。
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

21日（土）・22日（日）
12:00～16:00 ハロウィン写真館

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

― こべっこランドスタッフ
仮装グッズをたくさん用意しています。好きなものを選んで、記念
写真を撮りましょう。
※混雑時にはお待ちいただく場合があります。
〔場所：７階：研修室〕

21日（土）・22日（日）
Ⓐ10:00　Ⓑ11:00
Ⓒ13:00　Ⓓ14:00
Ⓔ15:00　Ⓕ16:00

ハロウィン★バッグ
2歳以上
（未就学児は保護
者同伴）

各32名 こべっこランド
造形スタジオスタッフ

色画用紙を使った、三角形のバックです。
かぼちゃ・おばけなど好きなかざりつけをして仕上げましょう。
※９：30より、６階造形スタジオで予約カードを配布します。
〔場所：６階造形スタジオ〕

21日（土）・22日（日）
Ⓐ13:00　Ⓑ14:00
Ⓒ15:00

ハロウィンコンサート
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

ハロウィンを盛り上げるアイテムを作ってコンサートを一緒に楽し
みましょう！
〔場所：６階音楽スタジオ〕

21日（土）・22日（日）
Ⓐ10:30　Ⓑ13:00
Ⓒ14:30

ハロウィンおばけクッキー 5歳以上
（子どものみ） 各32名 神戸市生活指導研究会

ハロウィンおばけの形のクッキーを作りましょう。
食べちゃうのがもったいないかも！お持ち帰りです。
※９：30より、１階ですべての回の整理券を配布します。
●参加費/300円　※持ちもの：エプロン、三角巾
〔場所：６階料理教室〕

21日（土）
11:00～16:00 ハロウィンスタンプラリー 中学生以下 各500名 ―

ハーバーランド内5か所でスタンプラリーを実施します！
合言葉を言って、キャンディをもらいに出かけましょう。
〔場所：１階エントランス ＋ ハーバーランド〕22日（日）

11:00～16:00

30周年記念　こべっこ ハロウィン　10月21日(土）・22（日）

12
月

16日（土）・17日（日）
Ⓐ10:30　Ⓑ13:00
Ⓒ14:30

クリスマスツリークッキー 5歳以上
（子どものみ） 各32名 神戸市生活指導研究会

ツリーの形のクッキーを作りましょう。飾りもつけてすてきなツ
リーを作ってね！お持ち帰りです。
※9：30より、1階ですべての回の整理券を配布します。
●参加費/３００円　※持ちもの：エプロン、三角巾
〔場所：6階料理教室〕

先着順
受付

16日（土）・17日（日）
Ⓐ10:30　Ⓑ11:30
Ⓒ13:00　Ⓓ14:00
Ⓔ15:00

キラキラこべっこクリスマス
幼児と保護者
または18歳未満
の児童

各60名 こべっこランドボランティア
こべっこホールに素敵なクリスマスがやってきた！サンタのお兄さん、
お姉さんと一緒にキラキラした楽しい時間を過ごそう！
〔場所：７階こべっこホール ・研修室〕

23日（土・祝）
13:30～14:15 ハンドベルコンサート

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

250名
こべっこランド
ハンドベルクラブ
“リトルリンガーズ”

ハンドベルの美しい音色でみんなのよく知っているクリスマスソン
グをお届けします。
〔場所：7階こべっこホール〕

23日（土・祝）
14:30～15:00 おはなしわーるど

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

３０名 神戸市立中央図書館
クリスマスプレゼントのおはなし、トナカイのおはなしなど、クリス
マスにちなんだすてきなお話を用意しています。「絵本の世界」で
クリスマス気分を味わいましょう。
〔場所：5階図書コーナー〕

24日（日）
14:00～14:45 クリスマスコンサート

幼児と保護者
または18歳未満
の児童

250名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

クリスマスソングをたくさん歌ってとびきりのハッピークリスマスを
楽しもう！
〔場所：７階こべっこホール〕

30周年記念　こべっこ クリスマス　12月16日（土）・17日（日）・23日（土・祝）・24日（日）

※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。

11
月３日（金・祝）

14:00～15:00 1101 お笑いコメディヒーローショー
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 スマイルパフォーマー
Ｑちゃん

“バルーンにジャグリング、そしてココロにスマイルを”こどもから
大人までファミリーで大笑いできる、ストーリー仕立てのパフォー
マンスです。お腹の底から大笑いして、会場がひとつになる感動の
クライマックス！！ココロが笑顔になるパフォーマンス、是非お楽し
みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〔場所：7階こべっこホール〕

9/15
より
先着順
受付

４日（土）
14:00～14:40 1102

ラジオ関西
「王様ラジオキッズ」公開収録
"こべっこランドでうほぉ～い"パート２
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

50名
ラジオ関西
パーソナリティ
木村　三恵
（み～たん）

ラジオ関西で毎週日曜日お昼１時から放送中の人気番組「王様ラジ
オキッズ」がスタジオを飛び出して公開録音します！番組パーソナ
リティ“み～たん”と一緒に歌ったり、クイズをしながら番組に出
演しよう！！
〔場所：６階音楽スタジオ〕

9/15
より
先着順
受付

４日（土）
10:30～12:30 1103A

料理が好きになる教室
～おべんとう編～
「ひよこちゃんのオムライスべんとう」
☆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おべんとう作りに挑戦してみましょう！！食
べるのがもったいないようなかわいいひよこちゃんのオムライス！
おべんとう箱につめてお持ち帰りです。
●参加費：500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

9/15～
10/21
消印有効

４日（土）
13:30～15:30 1103B

５日（日）
10:30～12:30 1103C

５日（日）
13:30～15:30 1103D

５日（日）
10:00～12:00 1104

親子福祉体験
目が見えないってどんなこと
～学ぼう  障がいの事～
☆３

小学生と保護者 20組 神戸市点字図書館
目が見えないってどんなことなのかのお話や点字体験などを親子
で体験し、視覚障がいについて学びましょう。
〔場所：７階研修室〕 抽選

9/15～
10/22
消印有効

５日（日）
14:00～15:30 1105

人形劇公演
「三びきのやぎのがらがらどん」
「いつもちこくのおとこのこ」
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 人形劇団プーク

「三びきのやぎのがらがらどん」は、恐ろしいトロルに勇気と知恵
で立ち向かう三匹のヤギのおはなし。「いつもちこくのおとこのこ」
は学校に行く途中、予想外のことが起きていつも遅刻・・・でも先生
は？２本のおはなしです。
●参加費：４歳以上１名300円
〔場所：７階こべっこホール〕

９/15
より
先着順
受付

７日（火）
10:30～12:00 1106

はじめてのお料理教室
「どうぶつクッキー」
☆２

２歳６ヶ月～３歳
の幼児と
その保護者
（２名１組）

16組
（32名） 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友だち限定
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。
●参加費：１組500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

9/15～
10/24
消印有効

11日（土）・12日（日）
10:00～16:00
※12:00～13:00はお休み

30周年記念
キラキラ光る風車をつくろう！

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

各200名 神戸芸術工科大学
蛍光塗料や蓄光塗料を使って、キラキラ光る風車を作ります。作った風
車は巨大タワーに展示して、いっせいに回します！
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

18日（土）
13:00～16:00

神戸高専サイエンスフェスタ
inこべっこランド

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 神戸市立
工業高等専門学校

ホバークラフトの試乗のような体験型アトラクションや望遠鏡づく
りなどの工作教室を楽しみながら、科学に興味を持つことができま
す。ご家族そろってお越しください。　　　　　　　
※12:00より７階こべっこホール前で参加券を配布します。　　　
〔場所：7階：こべっこホール・研修室〕

先着順
受付

19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！
～こべっこ　運動会パーク～

５歳～小学６年生まで
（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

ボランティアのお兄さん、お姉さんと一緒に体をいっぱい動かして
寒さをふきとばそう！運動会だ！エイエイオー！
※ 運動靴（ヒールのある靴は不可）と運動ができる服装でお越しく
ださい。

〔場所：7階こべっこホール〕

先着順
受付

23日（木・祝）
10:30～12:30 1108A KOBE★はたらキッズ

～働く大人が先生だ！
 夢を探しにでかけよう～
☆１☆２

小学３年生以上
18 歳未満 各100名

神戸市内美容連合会
神戸電子専門学校
神戸ヤマチカ左官
澤村義肢製作所
フルラージュ
そごう神戸店
ポートピアホテル
神戸看護専門学校
神戸市消防局
J:COM

いろいろな職業のプロの方から仕事を教わり、お仕事体験ができま
す。仕事の後は、もらったお給料で買い物を楽しみましょう。

●体験内容●
美容師、声優、左官技能士、義肢装具士、フローリスト、百貨店店
員、バーテンダー、看護師、消防士、TVスタッフ
〔場所：こべっこランド全館〕

抽選

9/15～
10/29
消印有効

23日（木・祝）
13:30～15:30 1108B

11/25（土）・12/９（土）・
１/６（土）　〈全３回〉
10:00～10:45

1109A 発達がゆっくりなお子さんの
ための体操教室
☆２

小学1、２年生

各15名
一般社団法人神戸
障害児スポーツ振興協会
協力：株式会社
ジャパンアスリートクラブ

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。お
友だちと体操の先生と一緒にチャレンジしよう！
●参加費：1500円
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

10/1～
11/11
消印有効11/25（土）・12/９（土）・

１/６（土）　〈全３回〉
11:00～11:45

1109B 小学 3 年生～
6 年生

25日（土）
10:00～12:30 1110A カスタードプリンをつくろう

☆１☆２ 
小学生以上 各32名 株式会社モロゾフ

牛乳・卵・砂糖・バニラを使って「カスタードプリン」を作ります。
自分で作ったできたてのプリンをみんなで食べましょう。
〔場所：６階料理教室〕 抽選

10/1～
11/11
消印有効25日（土）

13:30～16:00 1110B

26日（日）　
10:30～12:00 1111A ヘルシーおやつクッキング！

☆１☆２
小学生以上 各24名 神戸女子短期大学

体にやさしい食材を使って簡単でヘルシーなおやつ「さつまいもの
蒸しパン」「おもちピザ」「おからのクッキー」の3品を作ります。
●参加費：300円
〔場所：6階料理教室〕 抽選

10/1～
11/12
消印有効26日（日）

13:30～15:00 1111B

26日（日）
Ⓐ10:00～11:30
Ⓑ12:30～14:30

大学コンソーシアムひょうご神戸
キッズフェスティバル２０１７

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

各250組
大学コンソーシアム
ひょうご神戸
加盟大学

兵庫県下の大学生が楽しい遊びのコーナーを出展します。子ども達
が楽しめる体験型イベントです。
〔場所：7階こべっこホール・研修室〕

先着順
受付

28日～12月12日
（毎火曜日）〈全３回〉
10:30～11:20

1112A
リトミック
☆２

2 歳～3 歳の子と
その保護者

各30組 カワイ音楽教室

ピアノの音に合わせて、楽しく体を動かし、身体中で音楽を吸収し
て表現する楽しさを体験しましょう。聴覚の敏感な幼児期に、音感
やリズム感覚、想像力を育てます。
●参加費/子ども1名につき1,500円　
〔場所：7階こべっこホール）　

抽選

10/1～
11/14
消印有効28日～12月12日

（毎火曜日）〈全３回〉
11:30～12:20

1112B １歳の子と
その保護者

12
月

2日（土）
10:00～11:30 1201

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 障害者スポーツ

振興センター
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あそびま
しょう。
〔場所：7階こべっこホール〕 抽選

10/15～
11/18
消印有効

３日（日）
10:30～12:30 １２０２A 冬の親子クッキング

親子でおせち料理
☆１☆２

5 歳以上の子と
その保護者
（２名１組）

各16組 神戸市
生活指導研究会

新しい年を迎えるにあたって、親から子へ伝えたい定番おせちを親
子でつくります。お持ち帰りです。
●参加費/1組1500円
〔場所：6階料理教室〕 抽選

10/15～
11/19
消印有効3日（日）

13:30～15:30 １２０２B

1
月

6日～3月1７日の内土曜日
〈全10回〉
10:30～12:00
発表：3月24日（土）

101
ハンドベルクラブ
リトルリンガーズ
☆2

小学生 20名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

3月24日（土）のハンドベルミニコンサートに向けて練習します。
ドイツ製のハンドベルを使用します。
●参加費/ 3,000円
〔場所：６階音楽スタジオ〕 抽選

11/1～
12/23
消印有効

７日（日）
14:00～15:00 102 ニューイヤー和太鼓！2018！！

☆3

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 神戸市立
須磨翔風高等学校

神戸市立須磨翔風高等学校和太鼓部の皆さんによる、息の合った
迫力満点の和太鼓ライブです。
お兄さんお姉さんによるパフォーマンスいっぱいの和太鼓で、みん
な一緒に新しい年をお祝いしましょう。
〔場所：７階こべっこホール〕

11/1
より
先着順
受付

14日（日）
10:30～12:30 １０4A 抹茶と和菓子

☆１☆２
小学生以上 各32名 神戸市生活指導研究会

白玉粉のしっとりした焼き皮で包んだ関東風の桜もちを作ります。
手作り菓子と共にお抹茶をいただきましょう。
●参加費：300円
〔場所：6階料理教室〕 抽選

11/15～
12/24
消印有効14日（日）

13:30～15:30 １０4B

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）



11
月３日（金・祝）

14:00～15:00 1101 お笑いコメディヒーローショー
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 スマイルパフォーマー
Ｑちゃん

“バルーンにジャグリング、そしてココロにスマイルを”こどもから
大人までファミリーで大笑いできる、ストーリー仕立てのパフォー
マンスです。お腹の底から大笑いして、会場がひとつになる感動の
クライマックス！！ココロが笑顔になるパフォーマンス、是非お楽し
みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〔場所：7階こべっこホール〕

9/15
より
先着順
受付

４日（土）
14:00～14:40 1102

ラジオ関西
「王様ラジオキッズ」公開収録
"こべっこランドでうほぉ～い"パート２
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

50名
ラジオ関西
パーソナリティ
木村　三恵
（み～たん）

ラジオ関西で毎週日曜日お昼１時から放送中の人気番組「王様ラジ
オキッズ」がスタジオを飛び出して公開録音します！番組パーソナ
リティ“み～たん”と一緒に歌ったり、クイズをしながら番組に出
演しよう！！
〔場所：６階音楽スタジオ〕

9/15
より
先着順
受付

４日（土）
10:30～12:30 1103A

料理が好きになる教室
～おべんとう編～
「ひよこちゃんのオムライスべんとう」
☆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おべんとう作りに挑戦してみましょう！！食
べるのがもったいないようなかわいいひよこちゃんのオムライス！
おべんとう箱につめてお持ち帰りです。
●参加費：500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

9/15～
10/21
消印有効

４日（土）
13:30～15:30 1103B

５日（日）
10:30～12:30 1103C

５日（日）
13:30～15:30 1103D

５日（日）
10:00～12:00 1104

親子福祉体験
目が見えないってどんなこと
～学ぼう  障がいの事～
☆３

小学生と保護者 20組 神戸市点字図書館
目が見えないってどんなことなのかのお話や点字体験などを親子
で体験し、視覚障がいについて学びましょう。
〔場所：７階研修室〕 抽選

9/15～
10/22
消印有効

５日（日）
14:00～15:30 1105

人形劇公演
「三びきのやぎのがらがらどん」
「いつもちこくのおとこのこ」
☆３

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 人形劇団プーク

「三びきのやぎのがらがらどん」は、恐ろしいトロルに勇気と知恵
で立ち向かう三匹のヤギのおはなし。「いつもちこくのおとこのこ」
は学校に行く途中、予想外のことが起きていつも遅刻・・・でも先生
は？２本のおはなしです。
●参加費：４歳以上１名300円
〔場所：７階こべっこホール〕

９/15
より
先着順
受付

７日（火）
10:30～12:00 1106

はじめてのお料理教室
「どうぶつクッキー」
☆２

２歳６ヶ月～３歳
の幼児と
その保護者
（２名１組）

16組
（32名） 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友だち限定
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。
●参加費：１組500円
〔場所：６階料理教室〕

抽選

9/15～
10/24
消印有効

11日（土）・12日（日）
10:00～16:00
※12:00～13:00はお休み

30周年記念
キラキラ光る風車をつくろう！

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

各200名 神戸芸術工科大学
蛍光塗料や蓄光塗料を使って、キラキラ光る風車を作ります。作った風
車は巨大タワーに展示して、いっせいに回します！
〔場所：７階こべっこホール〕

先着順
受付

18日（土）
13:00～16:00

神戸高専サイエンスフェスタ
inこべっこランド

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 神戸市立
工業高等専門学校

ホバークラフトの試乗のような体験型アトラクションや望遠鏡づく
りなどの工作教室を楽しみながら、科学に興味を持つことができま
す。ご家族そろってお越しください。　　　　　　　
※12:00より７階こべっこホール前で参加券を配布します。　　　
〔場所：7階：こべっこホール・研修室〕

先着順
受付

19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！
～こべっこ　運動会パーク～

５歳～小学６年生まで
（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

ボランティアのお兄さん、お姉さんと一緒に体をいっぱい動かして
寒さをふきとばそう！運動会だ！エイエイオー！
※ 運動靴（ヒールのある靴は不可）と運動ができる服装でお越しく
ださい。

〔場所：7階こべっこホール〕

先着順
受付

23日（木・祝）
10:30～12:30 1108A KOBE★はたらキッズ

～働く大人が先生だ！
 夢を探しにでかけよう～
☆１☆２

小学３年生以上
18 歳未満 各100名

神戸市内美容連合会
神戸電子専門学校
神戸ヤマチカ左官
澤村義肢製作所
フルラージュ
そごう神戸店
ポートピアホテル
神戸看護専門学校
神戸市消防局
J:COM

いろいろな職業のプロの方から仕事を教わり、お仕事体験ができま
す。仕事の後は、もらったお給料で買い物を楽しみましょう。

●体験内容●
美容師、声優、左官技能士、義肢装具士、フローリスト、百貨店店
員、バーテンダー、看護師、消防士、TVスタッフ
〔場所：こべっこランド全館〕

抽選

9/15～
10/29
消印有効

23日（木・祝）
13:30～15:30 1108B

11/25（土）・12/９（土）・
１/６（土）　〈全３回〉
10:00～10:45

1109A 発達がゆっくりなお子さんの
ための体操教室
☆２

小学1、２年生

各15名
一般社団法人神戸
障害児スポーツ振興協会
協力：株式会社
ジャパンアスリートクラブ

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。お
友だちと体操の先生と一緒にチャレンジしよう！
●参加費：1500円
〔場所：７階こべっこホール〕

抽選

10/1～
11/11
消印有効11/25（土）・12/９（土）・

１/６（土）　〈全３回〉
11:00～11:45

1109B 小学 3 年生～
6 年生

25日（土）
10:00～12:30 1110A カスタードプリンをつくろう

☆１☆２ 
小学生以上 各32名 株式会社モロゾフ

牛乳・卵・砂糖・バニラを使って「カスタードプリン」を作ります。
自分で作ったできたてのプリンをみんなで食べましょう。
〔場所：６階料理教室〕 抽選

10/1～
11/11
消印有効25日（土）

13:30～16:00 1110B

26日（日）　
10:30～12:00 1111A ヘルシーおやつクッキング！

☆１☆２
小学生以上 各24名 神戸女子短期大学

体にやさしい食材を使って簡単でヘルシーなおやつ「さつまいもの
蒸しパン」「おもちピザ」「おからのクッキー」の3品を作ります。
●参加費：300円
〔場所：6階料理教室〕 抽選

10/1～
11/12
消印有効26日（日）

13:30～15:00 1111B

26日（日）
Ⓐ10:00～11:30
Ⓑ12:30～14:30

大学コンソーシアムひょうご神戸
キッズフェスティバル２０１７

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

各250組
大学コンソーシアム
ひょうご神戸
加盟大学

兵庫県下の大学生が楽しい遊びのコーナーを出展します。子ども達
が楽しめる体験型イベントです。
〔場所：7階こべっこホール・研修室〕

先着順
受付

28日～12月12日
（毎火曜日）〈全３回〉
10:30～11:20

1112A
リトミック
☆２

2 歳～3 歳の子と
その保護者

各30組 カワイ音楽教室

ピアノの音に合わせて、楽しく体を動かし、身体中で音楽を吸収し
て表現する楽しさを体験しましょう。聴覚の敏感な幼児期に、音感
やリズム感覚、想像力を育てます。
●参加費/子ども1名につき1,500円　
〔場所：7階こべっこホール）　

抽選

10/1～
11/14
消印有効28日～12月12日

（毎火曜日）〈全３回〉
11:30～12:20

1112B １歳の子と
その保護者

12
月

2日（土）
10:00～11:30 1201

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 障害者スポーツ

振興センター
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あそびま
しょう。
〔場所：7階こべっこホール〕 抽選

10/15～
11/18
消印有効

３日（日）
10:30～12:30 １２０２A 冬の親子クッキング

親子でおせち料理
☆１☆２

5 歳以上の子と
その保護者
（２名１組）

各16組 神戸市
生活指導研究会

新しい年を迎えるにあたって、親から子へ伝えたい定番おせちを親
子でつくります。お持ち帰りです。
●参加費/1組1500円
〔場所：6階料理教室〕 抽選

10/15～
11/19
消印有効3日（日）

13:30～15:30 １２０２B

1
月

6日～3月1７日の内土曜日
〈全10回〉
10:30～12:00
発表：3月24日（土）

101
ハンドベルクラブ
リトルリンガーズ
☆2

小学生 20名 こべっこランド
音楽スタジオスタッフ

3月24日（土）のハンドベルミニコンサートに向けて練習します。
ドイツ製のハンドベルを使用します。
●参加費/ 3,000円
〔場所：６階音楽スタジオ〕 抽選

11/1～
12/23
消印有効

７日（日）
14:00～15:00 102 ニューイヤー和太鼓！2018！！

☆3

幼児と保護者
または18 歳未満
の児童

200名 神戸市立
須磨翔風高等学校

神戸市立須磨翔風高等学校和太鼓部の皆さんによる、息の合った
迫力満点の和太鼓ライブです。
お兄さんお姉さんによるパフォーマンスいっぱいの和太鼓で、みん
な一緒に新しい年をお祝いしましょう。
〔場所：７階こべっこホール〕

11/1
より
先着順
受付

14日（日）
10:30～12:30 １０4A 抹茶と和菓子

☆１☆２
小学生以上 各32名 神戸市生活指導研究会

白玉粉のしっとりした焼き皮で包んだ関東風の桜もちを作ります。
手作り菓子と共にお抹茶をいただきましょう。
●参加費：300円
〔場所：6階料理教室〕 抽選

11/15～
12/24
消印有効14日（日）

13:30～15:30 １０4B

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）
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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。当日自由参加です。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

登録はホームページからまたは、
右記のQRコードを読取手続きし
てください。

10月4日 親子運動会
10月11日 いもほり遠足ごっこ
10月18日 マットを使ったあそび
10月25日 ハロウイーンごっこ
11月1日 せんたくばさみを使ってあそぼ

10月5日 新聞紙あそび
10月12日 おえかきあそび
10月19日 うんどうかい
10月26日 ハロウィンごっこ
11月2日 お店屋さんごっこ

10月4日 つくってあそぼう
10月11日 パラバルーン遊びと
 ミニ育児講座
10月18日 ミニ運動会
10月25日 ハロウィンごっこ
11月1日 ベビービクス

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、館の規定により臨時閉館となります。なお、講座等につきましては、開始の2時間前に上記の気象警報が
発表されている場合は延期または中止となります。また、その後に発表された場合も、延期または中止となる場合があります。

「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。

名

第15期 思春期子育て講座第15期 思春期子育て講座

対　象 概ね10歳～15歳の子どもの保護者
日　時 平成30年１/16・23・30　2/6・20　
  いずれも火曜日(全５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 子どもとのコミュニケーションのとり方や、思春

期の課題・問題について、グループディスカッショ
ンを中心に理解を深めていく講座です。

定　員 10名 参加費  無料
 託　児 申込時、備考欄に子どもの年齢・人数を明記して下さい。
締　切 1月5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。

講座№105

第11期 就学前子育て講座第11期 就学前子育て講座

対　象 年長および小学１年生の保護者
日　時 １１/２１・２８・１２/５
 　　　いずれも火曜日（全3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 勉強、ともだち、生活リズムなど、小学校生活

を楽しく、意欲をもって送れるようにするため
のヒントをつかみます。

定　員 15名 参加費  無料
 託　児 申込時、備考欄に子どもの年齢・人数を明記して下さい。 
締　切 11月10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。

講座№1107

おねしょを通した親子のふれあい講座おねしょを通した親子のふれあい講座

対　象 おねしょがある小学１～３年生の子どもの保護者
日　時 平成30年１/11・18・25　2/１・８・１５・22　

いずれも木曜日　10：00～12：00
　　　2/1のみ１３:３０～１５：３０
　　　※1/20（土）10：00～　家族で参加　全8回
 場　所 ４階　生活室
講　師 親と子のふれあい研究会　代表　芝野松次郎

（関西学院大学人間福祉学部教授）他
内　容 専門家のアドバイスを受けながらおねしょについてグル―プで考えます。
定　員 10名 参加費  1,000円
 託　児 申込時、備考欄に子どもの年齢・人数をお書きください。 
締　切 12月12日(火) 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。

講座№103

 30周年記念 療育講演会「～学齢期の子育てを考える～子育てにぬくもりとかがやきを」 30周年記念 療育講演会「～学齢期の子育てを考える～子育てにぬくもりとかがやきを」
講座№1006

定　員 120名　参加費  無料
申　込 9月15日（金）から先着順受付
託　児 抽選15名　9月15日(金）～

30日(土）必着　（2歳から小
学6年生まで）申し込み時、備
考欄に子どもの名前・年齢・性
別を明記してください。

11月8日 サーキットあそび
11月15日 お店屋さんごっこ
11月29日 クリスマス制作
12月6日 クリスマスお楽しみ会

11月9日「おなか元気教室」
 兵庫ヤクルト販売(株）
11月16日 パラバルーンあそび
11月30日 忍者あそび
12月7日 クリスマス会

11月8日「おなか元気教室」
 兵庫ヤクルト販売(株）
11月15日 リズムであそぼう
11月29日 こべっこ写真館
12月6日 クリスマス会

（年末年始12/29～1/3休館）

日　時 平成29年10月29日(日）13：30～16：00
対　象 保護者・保育士・教員・児童館職員・子育て支援ボランティア等
 場　所 7階　こべっこホール
講　師 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 第 1 部は講師による基調講演、第 2 部は大阪府立大学名誉教授安藤 忠先生を座長に、

福祉や心理の専門家も加わり、参加者から出された質問を交えながらパネルディスカッ
ションを行います。学齢期の子どもの育ちの理解を深め、より良い関わり方を学びます。

11月23日 木・祝

KOBE★はたらキッズ
KOBE★はたらキッズ

2017年

第1-2号平成29年度

10月15日●日楽しい！秋の
ファミリーこんさぁと♪
楽しい！秋の
ファミリーこんさぁと♪

10月9日国際交流事業
ALTの先生と英語であそぼう
国際交流事業
ALTの先生と英語であそぼう

月・祝

11月26日●日
大学コンソーシアムひょうご神戸
キッズフェスティバル２０１７
大学コンソーシアムひょうご神戸
キッズフェスティバル２０１７

10月21日●・22日●土 日

30周年記念30周年記念

11月4日●・5日●土 日

料理が好きになる教室 
～おべんとう編～
料理が好きになる教室 
～おべんとう編～

11月5日●日人形劇
「三びきのやぎのがらがらどん」他
人形劇
「三びきのやぎのがらがらどん」他

11月11日●・12日●土 日

30周年記念
キラキラ光る風車を作ろう！
30周年記念
キラキラ光る風車を作ろう！

お笑いコメディー
ヒーローショー
お笑いコメディー
ヒーローショー
11月3日 金・祝

12月16日●・17日●・
　　23日　　・24日●土・祝

土 日

日

11月18日●土
神戸高専サイエンスフェスタ
inこべっこランド
神戸高専サイエンスフェスタ
inこべっこランド

10月29日●日

30周年記念  療育講演会
「～学齢期の子育てを考える～
  子育てにぬくもりとかがやきを」

30周年記念  療育講演会
「～学齢期の子育てを考える～
  子育てにぬくもりとかがやきを」

武庫川女子大学
倉石 哲也 先生
武庫川女子大学
倉石 哲也 先生

こべっこランドは30周年こべっこランドは30周年こべっこランドは30周年

1010
October
1111
November

1212
December

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


