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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♪ 

 

２/４（土） 

空気や風の動きで、思いがけない構図の変化を楽しめる動く絵画「モビール」。 

絵具やクレヨンで描いて好きな形に切り出し、空中に浮かべて、小さな絵たちを動かしてみま

しょう。作品を作ったあとには、みなさんで作品のことや、作りながら思い出したり、思いつい

たことなどをお話しながら、楽しいお茶会を開催します。お子様のご参加も大歓迎です。 
 

【日 時】２月４日（土）１３：００～１６：００    【場 所】キッチン    

【定 員】１５名（先着順）              【対 象】一般、親子 

【参加費】１，５００円（材料費・おやつ代込み）    【持ち物】スリッパ、モビールに 

【講 師】尾柳佳枝 氏（美術作家）                使いたい素材（あれば） 

【お申込】1 月５日（木）９：００より先着順にて受付開始 

 
         

甘酒のお料理レッスン＆発酵ランチ付き 
１/２７（金） 

飲むだけではもったいない！ 

空気のうごきで動く絵「モビールをつくろう」 

甘酒ってどうして甘いの？ なぜ身体に良いの？ 発酵の知識を高めて、寒い冬にほっこりの 

甘酒を使った『オール甘酒ランチプレート』をみんなでわいわい楽しみながら作ります♪ 

毎日のお料理に使えるヒントも満載ですよ！ 
 

【日 時】１月２７日（金）１０：３０～１３：００   

【場 所】キッチン            【対 象】一般 

【定 員】１６名（先着順）    

【参加費】１，０００円   

【持ち物】エプロン、スリッパ、三角巾、筆記用具 

手拭きタオル、食器拭きタオル、 

【講 師】生活協同組合コープ自然派兵庫 

【お申込】先着順にて受付中 ※1/19 締め切り 

 
         

※画像はランチプレートのイメージです 
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やさしく楽しいマジック教室 

【日 時】２月１２日（日）１３：３０～１５：００     【場 所】講座研修室    

【定 員】３０名（先着順）                   【対 象】一般、親子        

【参加費】５００円／１組につき（１セットの材料費込）  【持ち物】ハサミ、トランプ 

【主 催】ＫＳＣマジッククラブ  

【お申込】１月１２日（木）９：００より先着順にて受付開始 

 

２/１２（日） 

マジックのルーツを学び、初歩のマジックを習得してもらいます。楽しくマジックを覚えて、

みんなをあっと驚かせましょう！マジックショーもあります☆ 

 

3 月 3 日はひな祭り。お花を使った手作りの作品でお部屋を華やかに飾ってみませんか。 

オリジナルの飾りを一緒に楽しく作りましょう。 

 【日 時】２月１３日（月）１０：００～１１：３０     

【場 所】講座研修室    【対 象】 一般 

【定 員】２０名（先着順） 【参加費】８００円（材料費）           

【持ち物】はさみ、持ち帰り袋（紙袋など）  

【主 催】花ふれんず  

【お申込】１月１３日（金）９：００より先着順にて受付開始 

 
         

２/１６（木）   

おひなさまを楽しみませんか ２/１３（月） 

気軽にアート 特別編 

美術品保存修復のお仕事 

美術館で目にする数々の絵画は、作品ごとに適切な“ケア”が必要不可欠です。  

兵庫県立美術館の学芸員が、絵画作品（洋画）の調査・修復事例をわかりやすく紹介いたします。 

≪作品見本≫ 

 

【日 時】２月１６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】無料 

【講 師】兵庫県立美術館 学芸員 岩松 智義 氏 

【お申込】１月１６日（月）９：００より先着順にて受付開始 

【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。 



 

 

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→ 

 
== 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  

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

メールは 
こちら→   

自分の住んでいる街は、よく知っているようで知らないことが多いものです。セミナーを通じて

街を再発見し、街に関心を持つ手がかりとします。具体的に太山寺にまつわる伝説や道標を手が

かりに、摂播国界に位置する太山寺の地図などを参考にしながら、神戸の歴史に触れていきます。 
 

【日 時】２月１７日（金）１３：００～１４：３０    【場 所】講座研修室    

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

【主 催】ＫＣＣＣ（Kobe Computer Circle at Crystal tower）  

【お申込】１月１７日（火）９：００より先着順にて受付開始 

 
         

２/１７（金） 伝説や道標が語る太山寺 



 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

小さな枝と毛糸を使って 

オーナメントを作ります。 

毛糸はお好きな色を選べます♪ 
みんなで楽しく 

手づくりしてみませんか♡ 

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：10：30～11：30 

  

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 

〈発 行〉第２４２号／２０２３年（令和５年）１月５日（木） 

〈発行者〉兵庫県立神戸生活創造センター（指定管理者：大阪ガスビジネスクリエイト株式会社） 

〈所在地〉〒653-0042 神戸市長田区二葉町５-１-３２ 新長田合同庁舎１F 

〈ＴＥＬ〉０７８-６４７-９２００  〈ＦＡＸ〉０７８-６４２-１０５１  

〈ＭＡＩＬ〉info@kobe-sozoc.com   〈Ｈ Ｐ〉https://www.sozoc.pref.hyogo.jp/ 

〈開館時間〉月～土／９：００～２１：００、日・祝／９：００～１７：３０ 

〈休館日〉第３水曜日（月１回）、年末年始、その他臨時休館日 

１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 

実施日 
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 

１月も楽しいプログラムを 
ご用意しています♪ 

新年もきらきらをお楽しみに！ 

 １月 28 日（土） 

「毛糸と小枝で 
飾りを作ろう 」 

神戸市立図書館 

からのお知らせです 

 

1 月は新システム更新 

による臨時休館のため 

イベントはありません 

詳細は二次元コードにて

ご確認ください 

2 月からのイベントを 

お楽しみに！ 

 

 

 

参加費：無料 
  

3１ 
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