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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♪ 

 

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」のレベル別使い方セミナーです！ 

 

 

 

 

 

【日 時】中級者クラス ▶１２月１９日（月）１４：００～１６：００ 

上級者クラス ▶ １月１６日（月）１４：００～１６：００ 

【定 員】各クラス１０名（先着順）        【場 所】講座研修室 

【参加費】各１，０００円                  【対 象】一般 

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

【講 師】近藤 満男 氏・加田平 史子 氏   【主 催】一般社団法人ＫＯＢＥネット企画  

【お申込】中級者クラス → 先着順にて受付中  

上級者クラス → １２月１６日（金）９：００より先着順にて受付開始 

※メールにてお申し込みください。→ kouza@kobe-sozoc.com 

１２/１９（月）、１/１６（月） ＺＯＯＭ 使い方セミナー 

≪セミナー内容と参加条件≫ 

中級者クラス＜内    容＞ＺＯＯＭアプリをダウンロード、様々な機能紹介と実践 

      ＜参加条件＞アプリダウンロードに必要なＩＤ、パスワードをお持ちの方 

上級者クラス＜内    容＞ホストになり参加者を招待する、ホストに必要なスキルを学ぶ 

       ＜参加条件＞ＺＯＯＭアプリダウンロード済、ＺＯＯＭミーティングに参加できる 

 

 

 「李禹煥」展の楽しみ方 
 

世界を代表する現代美術家の一人である李禹煥（リ・ウファン）は、日本の戦後美術において最

重要の動向のひとつである「もの派」を代表する作家として活躍を続けています。難解ともいわ

れる現代美術は、どうして「わからない」と言われてしまうのか。その理由も考えながら、李禹煥

の作品の魅力をお話します。 

【日 時】１２月２２日（木）１４：００～１５：３０    【場 所】講座研修室     

【定 員】２０名（先着順）       【対 象】一般     【参加費】５００円    

【講 師】兵庫県立美術館 学芸員 小林 公 氏 

【お申込】先着順にて受付中 

１２/２２（木）   
気軽にアート vol.36   
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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♪ 

 

ボランティア はじめてセミナー １/２５（水） 

マイブレスレットを作ろう 

お子さまでも編める、マクラメの基本の編み方を使ってブレスレットを作ります。紐に通す天然

石やチャーム、ビーズなどを自由に選び、自分だけのお気に入りのブレスレットに仕上げます。

マクラメ編みが織りなす美しい模様で作るハンドメイドの楽しさを味わってください。 
 

【日 時】１月８日（日）１３：３０～１６：００    【場 所】講座研修室    

【対 象】一般、親子（小学 4 年生以上であれば 1 人での参加もＯＫ） 

【定 員】２０名（先着順）          

【参加費】１，０００円（材料費）／ 1 人 

【持ち物】細かい作業になる為、必要な方は眼鏡を持参してください 

【主 催】マクラメ倶楽部 ａｍｉ  

【お申込】１２月８日（木）９：００より先着順にて受付開始 

 
         

１/８（日） 
～マクラメ編みで～ 

≪作品見本≫ 

 
== 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 「ZOOM 使い方セミナー」にお申込の場合はメールにてお申し込みのうえ、 

希望のクラス名もご記載ください。 

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

メールは 
こちら→   

参加者のみなさんでボランティアについて自由に話し合い、初めてでも出来る事や長く続けるた

めに大切な事などを一緒に考えます。また、ミャンマー関西のこれまでの活動についてもご紹介

します。 

【日 時】１月２５日（水）１０：００～１１：３０    【場 所】講座研修室    

【定 員】１０名（先着順）  【対 象】 一般      【参加費】無料 

【主 催】ミャンマー関西  

【お申込】１２月１５日（木）９：００より先着順にて受付開始 

 
         



 

 

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  

 

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＞ 

 

 

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→ 

【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。 

※開催時間の 2 時間前に神戸市に大雨、洪水、暴風、大雪及び津波などの気象警報(波浪・高潮警報は除く)が発令されている場合は中止します。 

※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。 

現代版 温泉と健康 １/２８（土） 

温泉雑学から現代の温泉療法まで、温泉ソムリエマスターが熱く語ります！ 

参加者には、「あぐろの湯」の割引チケットの特典もあります。 
 

【日 時】１月２８日（土）１３：３０～１５：００    【場 所】講座研修室    

【定 員】２０名（先着順）   【対 象】温泉と健康に興味がある方 

【参加費】２００円（教材費）  【持ち物】筆記用具 

【講 師】杉岡 俊長 氏（健康マスター関西会会長/温泉ソムリエマスター/温泉観光実践士） 

【主 催】健康マスター関西会   【協 力】株式会社ホームセンターアグロ 

【お申込】１２月２２日（木）９：００より先着順にて受付開始 

 
         



 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手あそびや絵本の読み聞かせ 
親子のひろば 

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？ 
一緒にのんびりしながら 

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） 

場所：神戸生活創造センター 
時間：10：00～10：30 
   11：00～11：30 

  

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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実施日 
12 月 9 日（金） 
えいごであそぼう② 
「クリスマス会」 
2 月 3 日（金） 

「みんなで豆まき鬼たいじ」 

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 

ママもパパも楽しもう 

講師：すとろべりーじゃむ 
  

ゆったり遊びましょう 

１2 月は毎年大人気の 
きらきらクリスマス会♪お楽しみに！ 

 

クリスマス 

いっぱい 

楽しんじゃお♪ 

１２月 2４日（土） 

「クリスマスの 
絵本読み聞かせ 
＆カードづくり 」 

みんなでほっこり  
クリスマスイブを 

ほんわかと過ごしましょう♪ 
 

12 月 7 日（水） 

10：30～11：10 

新長田図書館さんといっしょに 

「クリスマスを楽しもう！ 

おはなし会とワクワクあそび」 

を開催します（要予約）  

お楽しみに♪ 
 

参加費：無料 
  

3１ 


