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離れた場所にいても、インターネット上で会合やウェビナー受講ができるツール「ZOOM」。 

そんな「ZOOM」をこれから使ってみたい方のための、超初心者向け使い方セミナーです。 
※ZOOM のアカウントに登録するため、メールアドレス、または Google アカウントとそのパスワードが必要です。 

※スマホ・タブレットの方は、ZOOM アプリをダウンロードできるよう、ID、パスワードを確認してください。 

【日 時】６月１４日（火）または  7 月１２日（火）１４：0０～１６：００ 

※各日ともに同じ内容で実施します。いずれかの日程をお選びください。  

【場 所】講座研修室   【定 員】各回６名（先着順）   【参加費】無料 

【対 象】Wi-Fi でインターネットに接続できる方 

【持ち物】ノートパソコン、タブレット、スマホなど ZOOM を使用するための機器 

【講 師】小田桐 一良 氏（ＫＣＣＣ）   【主 催】ＫＣＣＣ 

【お申込】先着順にて受付中 ※7/12(火)開催分については 6/12(日)９：００より受付開始 

神 戸 生 活 創 造 セ ン タ ー の 講 座 ・イ ベ ン ト 情 報 
毎月様々な講座やイベントを開催しています！お気軽にご参加ください♪ 

 

６/１４（火）、７/１２（火）  初心者ＺＯＯＭセミナー 

子育てひろば 『きらきら』 
 

☆ 親子でゆったり遊びながら、おともだちをつくりませんか ☆ 

【日 時】６月２１日（火）１０：３０～１１：３０ 

【対 象】概ね 4 か月～３歳までのお子さまとその保護者   

【定 員】１５組（先着順）  【場 所】講座研修室           

【講 師】すとろべりーじゃむ 【協 力】地域子育て支援担当（長田区） 

【お申込】５月１７日（火）９：００より先着順にて受付中 

６/２１（火）  

ママさんサロン 『ままろん』 
 

 

【日 時】６月２５日（土）１０：３０～１１：３０ 
（お部屋は 10：00～12：00 までご利用いただけます） 

【対 象】概ね３歳までのお子さんのいるママさん・パパさん  

【定 員】１０組（先着順）  【場 所】講座研修室           

【講 師】フラワーセラピー研究会 花ふれんず 

【お申込】５月１７日（火）９：００より先着順にて受付中 

６/２５（土）  

育ママ・育パパ同士の情報交換の場として、月 1 回スペースを無料で開放しています。 

また、お楽しみのワークショップも開催しています。     

 

【今月のワークショップ】 
 
『夏を楽しみませんか♡』 
爽やかな夏を感じるかわいい
作品をつくります。 

材料費：５００円 
 

 

 

参加費は無料です♪ 

ふれあい遊びやうた遊びなど 

楽しいプログラムを用意して 

お待ちしています☆ 



 

 

 

 

神 戸 生 活 創 造 セ ン タ ー の 講 座 ・ イ ベ ン ト 情 報 
毎月様々な講座やイベントを開催しています！お気軽にご参加ください♪ 

 

【講座・イベント注意事項】 

※お申込みの際は弊社ＨＰ「各事業部における個人情報の取扱いについて（https://www.ogbc.co.jp/privacy.htm）」を確認の上お申込みください。 

※お預かりした個人情報は、兵庫県立神戸生活創造センターが責任をもって管理し、各講座の運営以外の目的には利用いたしません。 

※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、講座・イベントが中止になる場合がございます。 

※開催日の当日、発熱や風邪のような症状のある方は参加をお控えください。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加時はマスクの着用及び検温のご協力をお願いします。 

※施設の活動を広く県民の皆様に知っていただくため、開催時に写真を撮影し、ＨＰ等で紹介させていただく場合がございます。 

 == お申込は電話・メール・窓口にて == 

お申込の際は、以下の必要事項をお知らせください。 

①  講座・イベント名 ② 参加者全員のお名前（ふりがな） ③ 電話番号  

➃ 「初心者 ZOOM セミナー」にお申込の場合は参加希望日（6/14 または 7/12）と、 

使用端末（ノートパソコン、タブレット、スマホのいずれか）をご記載ください。 

➃ 「ドキュメンタリー映画『さとにきたらええやん』自主上映会」にお申込の場合は 

<午前の部>か<午後の部>かどちらかをご記載ください。 

【TEL】０７８-６４７-９２００  【MAIL】kouza@kobe-sozoc.com 

メールは 
こちら→   

“子どもの居場所”のドキュメンタリー映画  

『さとにきたらええやん』自主上映会 
 

 

【日 時】7 月２日（土）<午前の部> １０：００～１２：２０（受付９：３０～） 

<午後の部>  １４：００～１６：２０（受付１３：３０～） 

【対 象】一般、親子    【定 員】各回３０名（先着順）  【参加費】大人５００円 

【場 所】展示ギャラリー  【主 催】Cuddle（カドル）        （１８歳以下無料） 

【お申込】６月２日（木）９：００より先着順にて受付開始 

７/２（土）  

日雇い労働者の多い大阪・釜ヶ崎で 38 年間続く子どもたちの集う場「こどもの里」のドキュメン

タリー映画を上映。人との繋がり、奮闘を描く涙と笑い溢れる映画です。 

鑑賞後は、子どもの命や権利、そして、人の繋がりの大切さを共に語り合いましょう。     

気軽にアート vol.34  

ええやんか、こんなアートがあったって！ 
「関西発、８０年代の美術」 

 
1980 年代は、バブル経済を背景に人々の生活スタイルが大きく変わった時代と言われます。現代

美術においても斬新な表現が次々と現れ、特に関西では若手作家が台頭し「関西ニューウェーブ」

として注目を集めました。今回の気軽にアートでは、この展覧会の内容に沿って、関西発、80 年代

ならではのユニークな表現をご紹介します。 
 

【日 時】７月１４日（木）１４：００～１５：３０ 

【場 所】講座研修室    【定 員】２０名（先着順）       【参加費】５００円    

【講 師】兵庫県立美術館 学芸員 江上ゆか氏 

【お申込】６月１４日（火）９：００より先着順にて受付開始 

７/１４（木）   



 

マジックを通じてボランティア活動を行っているグループです。代表者は 30 代でマジックと出会い、 

基礎からプロに学び、習得しました。その後は、現在のカナリヤ会を設立して 50年近くになります。 

活動の場は、主に福祉施設や児童館、公民館等で、神戸生活創造センターに於いても身近な物を使った

マジックの講習会を毎年開催しており、好評を得ております。 

神戸生活創造センターに登録しているグループの活動をご紹介します！ 

 ＜ マジッククラブカナリヤ会 ＞   

 

オール電化のシステムキッチンつき調理 

スペースです。お料理レッスンやお料理動画の撮影、

ランチミーティングなどにもご利用ください。 

キッチン 

利用料金 9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00 

キッチン 2,000円 2,200円 2,200円 

 

 

 

詳しくはこちら→ 
 

展示ギャラリー 

＜利用料金＞ 1日（9：00～19：30）／ 3,500円 

※日・祝は 9：00～17：30のご利用となります 

 

団体の方が、絵画や写真・アート作品等を 

展示発表できるギャラリーです。フックワイヤー、 

展示用パネルやボックス等もご用意しています。 

詳しくはこちら→ 

 レンタルスペース（有料施設）のごあんない  

 

ダンスの練習や体操、演劇やコーラスなど 

個人でも団体でもご使用いただけます。鏡や更衣室が 

備わっており、CDデッキも無料貸出ししています。 

利用料金 9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00 

スタジオＡ 1,600円 2,000円 2,000円 

スタジオＢ 1,600円 2,000円 2,000円 

 

スタジオ 詳しくはこちら→ 
 

プロジェクターやフリーWi-Fi も設置して 

おり、会議や打ち合わせ、交流会やワークショップ 

などにもお使いいただけます。 

利用料金 9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～21:00 

研修室Ａ 1,500円 2,000円 2,000円 

研修室Ｂ 1,500円 2,000円 2,000円 

 

詳しくはこちら→ 講座研修室（会議室） 

＜有料施設のお問合せ・ご予約は → ＴＥＬ／０７８－６４７－９２００＞ 

 

定期的にグループ内で勉強会も実施しており、 

マジックの技術向上にも努めています。 

マジックショーを披露する度に、見て頂いた皆さ

んから「 楽しかった！良かった！」と、笑顔で言

ってもらえる事が活動する上での一番の喜びで

あり、励みにもなっています。 

マジックは、手、頭、身体を使うので、認知症の

予防や健康維持にも最適な趣味だと思います。 

メンバーの高齢化も進んでいますが、今後も活動

の輪をもっと広げていきたいと考えています。 

≪昨年の神戸生活創造センターでの講習会の様子≫ 

〈代表の松平さんは平成 30 年に緑綬褒章を受賞されました〉 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手あそびや絵本の読み聞かせ 
親子のひろば 

子育て世代の 

交流の場として、 

気軽にご参加ください 

こうべ子育て応援カレンダー 

 ３月 

子育ての合間にほっと一息 

場所：神戸市立新長田図書館 

時間：10：30～11：00 

   （先着 5 組） 

 

絵本おたのしみ会 

おひざのうえのおはなし会 

おはなし会(３歳から就学前) 

場所：神戸市立中央図書館 

時間：11：00～11：30 

場所：神戸市立兵庫図書館 

時間：10：30～10：50 

場所：神戸市立兵庫図書館 

時間：11：00～11：30 

 

おひざのうえのおはなし会 

ほのぼのひろば 
場所：神戸市立新長田図書館 

時間：10：30～11：30 

（先着 5 組） 

ママさんサロン『ままろん』 
（ワークショップ付きひろば） 
子育て楽しんでいますか？ 

ときには一緒に 
リフレッシュしましょう！ 

 場所：神戸生活創造センター 

時間：10：00～12：00 

（ワークショップは 10:30~11:30） 

 

日時：6月 25日（土） 

場所：神戸生活創造センター 

時間：10：30～11：30 

  

 

子育てひろば『きらきら』 

令和 4 年度『親子の学び教室』 

おはなし会 

※掲載のイベントが中止になる場合があります。参加される前に必ず主催者にご確認ください 
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〈休館日〉第３水曜日（月１回）、年末年始、その他臨時休館日 

6 月 

3 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

28 

 

29 

 

12 

 

13 

 

26 

 

27 

 

30 

2 

20 

 

11 

 

18 

 

19 

 

8 7 

 

 

10 

 

9 

 

4 

5 6 

 

1 

《６月のワークショップ》 

『夏を楽しみませんか！』 

実施日 

①7 月 8 日（金） 

「すとろべりーじゃむさんとあそぼう♪」 

②8 月 5 日（金）③9 月 9 日（金） 

④10 月 14 日（金）⑤11 月 11 日（金） 

⑥12 月 9 日（金）⑦2 月 3 日（金） 

 

場所：長田区文化センター4 階（文化教室）      

時間：10：30～12：00 

 

長田区 

文化センター 

   材料をワクワク選びながら 
爽やかな夏を感じる 

かわいい作品を作りませんか？ 

材料費：5００円 

講師：フラワーセラピー研究会 

花ふれんず（登録グループ） 

ママもパパも楽しもう  

ワクワク 

おでかけ♪ 

 

講師：すとろべりーじゃむ 

  

 

ゆったり遊びましょう 

ふれあい遊びやうた遊びなど 
楽しいプログラムを 

ご用意してお待ちしています 
お楽しみに！ 

 

みんな 

ニコニコ 

 


