
 

韓国で定番の「 キンパ」を作ってみませんか。お重の中にチヂミやチャプチェ、キムチなども一緒に盛り

つけて、お花見弁当を作ります。 

【日 時】４月１０日「 日）１０「 ３０～１３「 ３０「 「【場 所】キッチン 「【定 員】１５名「 先着順）「   

【参加費】４,２００円 材料費込）  【対 象】韓国料理が好きな方、料理教室に参加してみたい方     

【持ち物】エプロン、スリッパ、お手拭き、まきす あれば） 

おせちのお重「 一段）または、大きめのタッパー「 20cm×20cm 程度）「 「【講 師】佐野「まき氏 

【お申込】３月６日 日）９ ００より先着順にて受付開始 
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神 戸 生 活 創 造 セ ン タ ー の 講 座 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。 

４/１０（日）  キンパ de 料理教室 

== 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「  

④ キンパ de 料理教室」にお申込の方は年代もお知らせください 

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

  

メールは 
こちら→   

気軽にアート vol.33  

ミニマル／コンセプチュアル展のみどころ 
～ミニマル・アートとコンセプチュアル・アートを紐解く～ 

 
20 世紀後半のアートに決定的な変革をもたらした 1960 年代～1970 年代のミニマル・アートとコンセ

プチュアル・アートを紹介する展覧会のみどころを分かりやすく紐解きます。 

【日 時】４月２２日 金）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 河田亜也子氏 

【お申込】３月７日 月）９ ００より先着順にて受付開始 

４/２２（金）  



 

 

 

 

 

神戸生活創造センター内の各施設のご紹介 

 
＜ 図 書 コ ー ナ ー ＞ 

気になった本や探していた本が見つかった

ら、 館内で自由に閲覧していただけます。兵

庫県内に在住・ 在勤・ 在学の方は、貸出カー

ドを作成していただけば、貸出しも可能で

す。（ただし、県や市の公共図書館とは連携

していませんのでご注意下さい） 

毎月、新着図書も配架しています。きれいで

ゆったりとした空間で、くらしや仕事のヒン

トなど、みなさんの生活を豊かにする本を探

してみてください。 子どもたちが座って本を読める・ キッズスペース」には、 

絵本や児童書も置いています♪ 

兵庫県内での催し物の情報チラシや、各種フリーペーパーなどを多数置いています。 

子育てや新長田専用のコーナーもありますので、情報を知る場所としてご利用ください。 

また、センター登録グループの活動チラシ専用の情報ラックもあります。興味のある方はぜひ

ご覧ください。チラシは自由にお持ち帰りいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 情 報 コ ー ナ ー  ＞ 

 

センター登録グループ専用の情報ラック 兵庫県内の催し物や、子育てイベントの情報ラック 

神戸生活創造センターの図書コーナーは、 まちづくり 関西」 自己啓発」 ライフスタイル」

 遊・ 知・ 美」 ストーリー」といった、５つのテーマで選書しています。蔵書は約 13,000 冊。

センターの選書と、みなさまからの寄贈図書で成り立っています。 

 



 

≪ワークショップの作品見本≫ 

牛乳パックに綺麗な

包装紙を貼った可愛

いミニバッグ。 

フェルトのオーナメ

ントもつけて、好き

なアロマを 1滴♪ 

香りも楽しめます💛 

『こどもも、おとなも、楽しめるものづくり』をコンセプトに、親子で四季折々の香りと工作を体験

できるイベントを企画しているグループです。職場で出会った同僚 3 人のメンバーで 2021 年に結

成し、神戸や明石を主な活動の場にしています。メンバーは全員保育士ですが、そのうちの一人はア

ロマセラピストの資格を持ち、アロマテラピーのインストラクターでもあるので、特に香りの体験

をしてもらえるイベントの企画を構想中です。 

香りを楽しみながら物作りをすることで五感を養い、子どもの感性や発想力を育み、大人の方にも

リラックス＆リフレッシュして頂ける機会になればと思っています。 

 

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！ 

     ＜ ｍｉｎｉ ｍｅ ＞ （ ミニミー ）  

 

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＞ 

 

コロナ禍で 2021 年 8 月に予定していたイベントは、残念なが

ら中止となりましたが、12 月に神戸生活創造センターの「 ママ

さんサロン「『ままろん』」で、結成後初のワークショップを開催

することが出来ました。（右の写真がその時の作品見本） 

親子で香りを楽しみながら、作品が出来上がった時の嬉しそう

な笑顔を見ることが、私たちが活動をしていて良かったと感じ

る理由のひとつでもあります。今後、少しずつではありますが、

活動の場を広げていければと考えています。 

 

 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前予約が必要な場合があります 

子育てひろば『Baby きらきら』 

場所：県立男女共同参画センター 

(イーブン) 
時間：10：00～11：30 

あおぞら保育『ほっとほっと』 

場所：生田川公園（ＪＲ高架南側） 
時間：10：30～11：30 

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 

※ワークショップの内容により、 

参加費・材料費がかかります。 

別途チラシをご覧下さい 

公園・de・プラザ 

場所：水笠通公園 
時間：11：00～11：30（雨天中止） 

毎月第２月曜（平日のみ）の開催！ 
公園で一緒に楽しく遊びましょう♪ 
 

場所：神戸生活創造センター    

時間：10：30～11：30 
（親子で元気に遊びましょう！） 
 

子育てひろば『きらきら』 

親子のつどい『ゆめふうせん』 

場所：中央区役所 6 階 
時間：10：00～11：30 

おはなし会 ママも楽しもう 

※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２３２号／２０２２年（令和４年）３月１日（火） 

〈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 
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