
    

キンパを巻いて、チヂミも焼きます。 

お持ちいただいたお重に韓国料理を飾りつけていき、 

みんなで豪華なお花見弁当を作りませんか。 

(キンパは 1本を試食用・1本を他の料理と一緒に 

お重に飾りつけ、お持ち帰りいただきます。 

講師お手製のチャプチェやキムチもつきます！) 

男性の参加も大歓迎です！ 

No.2 3 3  

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♪ 

キンパ de 料理教室
韓国料理が好きな方 

初心者大歓迎！ 

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中 

※画像は出来上がりイメージです。 

材料など一部変更する場合がございます。 

【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。 

2 0 2 2 . 4  

４/ １０（日） 



 

 

 

 

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中 

４/２２（金）  

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♪ 

== 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→   

すきっぷサロン  

親子ふれあい遊び＆うた遊び 
 

おやこ体操やふれあい遊び、うた遊び、パネルシアターやかんたんな工作をしながら、親子で 

たのしい時間をすごしませんか？ 
 

【日 時】４月 1２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名（先着順） 

【場 所】講座研修室           

【講 師】ＮＰＯ法人子育て支援ネットワークあい 

【主 催】神戸新聞社 

【お申込】３月２２日（火）９：００より先着順にて受付中 

４/１２（火）  

  

参加費は無料です！   

楽しいプログラムを 

用意しています。 

お楽しみに♪ 

 



 

着物、風呂敷などの使わなくなった古い布をリメイクして、バッグやポーチ、ブローチ、

タペストリー等の色々な作品を作っているグループです。思い出が詰まった着物のような

古い物が全く新しい作品に生まれ変わって、これからも身の回りの愛着のある物として残

すことができればとの思いから 15 年前にグループを結成しました。 

 

 

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！ 

 ＜ 和 古 布 ＞   

 

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→ 

 

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＞ 

 

月に 2 回ほどグループで集まり、みんなでおしゃ

べりをしながら、楽しく創作活動を行っています。

高齢のメンバーも多いですが、出掛けて集まる事

でそれが運動にもなり、みんな元気でイキイキし

ています。 

最近は和物の古布だけでなく、洋物の新しい布も

プラスして、新たな作品作りにもチャレンジして

います。どの作品もオリジナルの「 1 点物」なので、

とても気に入っています。 

布の物作りに興味のある方は大歓迎ですので、ぜ

ひ一度覗いて見てください。 

 

 

≪バッグやポーチ、小物などの作品です≫ 

 

 
 レンタルスペース（有料施設）のごあんない  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前予約が必要な場合があります 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 

日時：4 月 23 日（金） 

場所：神戸生活創造センター    

時間：10：30～11：30 
（準備中です） 

 

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２３３号／２０２２年（令和４年）４月１日（金） 

〈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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《4 月のワークショップ》 

『可愛くマスクをデコっちゃお♪』 

実施日 
①7 月 8 日（金）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 

カラフルな押し花や 
キラキラ綺麗なスパンコールで 

いつもの不織布マスクを 
可愛く飾ってみませんか♡ 

 

『親子ふれあい遊び＆うた遊び』 

場所：神戸生活創造センター    

時間：10：30～11：30 
（詳細は中面へ） 

 

《神戸新聞社主催すきっぷサロン》 

材料費：１００円 

講師：あけび（登録グループ） 

ママもパパも楽しもう 

 

ワクワク 

おでかけ♪ 
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