
パン・お菓子工房
夏休み子どもクッキング！！
スタンプクッキー型でクッキー作りにチャレンジ！
オシャレなラッピングで
プレゼントに！

ネット申込み制

【場　所】 体育館アリーナ 【定　員】 各回20名
【対　象】 年中～小学2年生 【料　金】 1,100円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル、
　　　　 室内シューズ

ミズノ流忍者学校コズミックカレッジ コズミックカレッジ 
コルキットスピカ望遠鏡をつくろう

倍率35倍で月のクレーターや土星の環も観察できるスピカ
望遠鏡を作ろう。望遠鏡の使い方やスマホを使った月の撮り
方も教えます。夏休みの工作・自由研究にピッタリ！9月の「天
体望遠鏡で月と星をみよう」イベントに持ち込みも可能です。
【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 15組（1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 3,500円（三脚付き5,000円）
※お申し込み時、ネット申し込みの「通信欄」に三脚付き・三脚無しをご記入ください。
※三脚無しを選択された方は必ず三脚をご持参ください。
【主　催】 Zinnia　【協　力】 JAXA宇宙教育センター
【キャンセルポリシー】 
7月18日以降のキャンセルについては、商品代として全額をご負担いただきます。

【定　員】 各日4名
【対　象】 小学生
【料　金】 2,000円（税込み）
【持ち物】 エプロン・手拭きタオル

7月30日●土   16時～18時

8月6日●土 ・7日●日　  各日10時～12時

8月6日●土  12時30分～13時30分
毎週月曜日・金曜日 19時30分～20時30分

赤ちゃん運動広場

【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 各回10組（1名につき同伴者2名可、同伴者無料）
【対　象】 0歳～2歳（はいはいができ、首が座っているお子様）
【料　金】 550円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル、その他各自必要なもの 
※おむつ替えスペース有

ミズノプレイリーダーと楽しく自由に体をうごかします。プチ制作を
したり同年代の親子や友達とのつながりの場をつくります。 ミズノが開発した『遊びプログラム』です。

幼少期に必要な動きを忍者になりきって習得します！

ネット申込み制 ネット申込み制

国立天文台
望遠鏡キットを作ろう
国立天文台がプロデュースした望遠鏡キットを組み立てよう！
倍率16倍と66倍の2つのレンズを交換しながら使える高性能工作
望遠鏡です。金星、火星などの惑星の観察方法も教えます。9月の
「天体望遠鏡で月と星をみよう」イベントに持ち込みも可能です。
【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 15組（1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 5,000円（三脚付きは7,000円）
※お申し込み時、ネット申し込みの「通信欄」に三脚付き・三脚無しをご記入ください。
※三脚無しを選択された方は必ず三脚をご持参ください。
【主　催】 Zinnia
【キャンセルポリシー】
8月14日以降のキャンセルについては、商品代として全額をご負担いただきます。

8月27日●土   16時～18時

ネット申込み制

水蒸気蒸留とアロマスプレー

ハーブから香りを取り出して、
オリジナルアロマスプレーを作りましょう！
アロマテラピーの基礎を親子で楽しく学べます。自由研究にもおすすめです！！
【場　所】 体育館ホワイエ
【定　員】 各回6名（小学生以下のお子様は1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 3,500円　　【主　催】 ゼリーのアトリエ
【キャンセルポリシー】 5日前～前日キャンセルについては受講料の半額を、
当日のキャンセルについては受講料の全額をご負担いただきます。

8月2日●火  14時～16時
8月11日●木・祝  10時～12時

ネット申込み制

お絵描きお茶碗
絵付け体験

敬老の日にちなんで、おじいちゃ
んおばあちゃんと一緒にお茶碗
に絵を描こう！お友達とおそろい
もいいね^_^
同じお茶碗2個セットです。

【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 15名
　　　　 （1名につき保護者1名同伴可、
　　　　  同伴者無料）
【料　金】 1,500円
【主　催】 カラフル北神戸

9月17日●土   9時30分～10時30分

インクアートで
自分だけのエコバッグ
＆巾着を作ろう

夏休み自由研究お助け企画
油性マジックでかんたん染めをしてみよう！
大きめエコバッグと巾着の2枚セットです。

【場　所】 体育館スタジオ
【定　員】 各回15名
　　　　 （1名につき保護者1名同伴可、同伴者無料）
【料　金】 1,500円
【主　催】 カラフル北神戸

7月30日●土 ・8月27日●土 
各日9時30分～10時30分

ネット申込み制

ネット申込み制

ネット申込み制

ネット申込み制

【持ち物】 エプロン・手拭きタオル・持ち帰り容器
【料　金】 3,500円（税込） ※コーヒー付き
※レッスンのお申込みは、各回前月の1日より翌月の予約を開始させていただきます。

7月13日●水 ・19日●火 ・20日●水  ・ ヴィエノワサンド・ 紅茶＆オレンジのスィートブール

7月27日●水 ・28日●木 ・ シュークリーム
・ エクレア

8月10日●水 ・23日●火 ・24日●水  ・ スパイシーカレーパン・ ミルクフランス

9月14日●水 ・21日●水 ・22日●木  ・ 照り焼きチキンパン・ かぼちゃ＆ごまチーズベーグル

パン・お菓子工房

各回 10時～13時

初回のみ
500円OFF！

初めてサッカーボールに触れる
お子様でも大丈夫です！
ボールになれるバランス作り運
動から始まり、様々な遊び要素
の多い運動を行います。

子供たちが自ら考え、自主的に取り組むプログラムです！夜サッカーの練習がしたいけど、
場所がなかなか見つからないという方、ゴールなどを使用して練習したい方大歓迎です！

サッカー幼児（U-6）クラス
無料体験会

自主練習始めました

月曜日・木曜日・金曜日・土曜日
経験豊富なミズノのコーチが指導。
楽しみながらサッカーを上手くなろう！

サッカースクール
【場　所】 体育館アリーナ
【定　員】 10名
　　　　 （お子様がおひとりで入りづらい場合保護者の
　　　　　方が付き添っていただくことも可能です。）
【対　象】 年中・年長
【料　金】 無料
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル、室内シューズ

【場所】 スポーツ広場　【定員】 30名　【対象】 小学3年生～小学6年生　【料金】 550円

【場　所】 各クラス15名　【対　象】 年中～小学6年生
【料　金】 月4,400円、週2コース7,700円、
　　　　 アドバンスコース5,500円

※休講日：7月18日・29日、8月1日・5日・8日・12日、9月19日・23日

colorful
Kitakobe

ネット申込み制
カラフル北神戸の
ホームページから
お願いします。

colorful
Kitakobe

ネット申込み制
カラフル北神戸の
ホームページから
お願いします。

8月6日●土・12日●金  各日9時30分～10時30分
9月8日●木 11時30分～12時30分

走り方教室

【場　所】 ①体育館アリーナ ②・③スポーツ広場　【定　員】 各回20名
【対　象】 ①・②小学1年生～小学3年生 ③小学4年生～小学6年生
【料　金】 1,100円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル、（①参加者のみ）室内シューズ

走る時に大切な基本姿勢や腕振りなどの動作・速く走れるコツなどを伝授します。

ネット申込み制

① 8月6日●土 15時30分～16時30分
② 9月11日●日 第1部 10時～11時
③  第2部 11時30分～12時30分

親子スポーツチャレンジ

【場　所】 スポーツ広場
【定　員】 20組（1組3名まで）※子どもだけでの参加は不可
【対　象】 年中～小学6年生
【料　金】 1組550円（2人参加も3人参加も同じ料金になります）
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル

【場　所】 体育館スタジオ　　【定　員】 20名
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、室内シューズ

キックターゲットやストラックアウト
のほか、様々な運動・スポーツ体験
ができるコーナーをご用意しており
ます。自由に様々なスポーツ、運動
遊びを体験しよう！

ネット申込み制

ネット申込み制

8月28日●日 10時～12時

8月18日●木・25日●木
17時～17時50分（小学1年～3年生） 
18時～18時50分（小学4年～6年生）

苦手克服スポーツ塾

【場　所】 体育館アリーナ　【定　員】 各回15名
【対　象】 各日 第1部：年中・年少　第2部：小学1年生～小学3年生
【料　金】 1,100円
【持ち物】 動きやすい服装、飲み物、タオル、室内シューズ

鉄棒・跳び箱のコツをつかむ集中プログラム！
苦手が好きになる指導をミズノ専門コーチが実施します。

ネット申込み制

鉄棒編  8月8日●月　跳び箱編  8月10日●水
各日 第1部10時～11時　第2部 11時30分～12時30分

8月6日●土 14時～15時
8月9日●火 第1部 10時～11時
  第2部 11時30分～12時30分

基礎の体力づくりを、みんながよく知っている曲に
合わせて楽しくダンスしよう！先生が2名いるので
丁寧にサポートします。初心者の方も大歓迎です！！

時間
17時～18時
17時～18時
18時～19時
10時～11時
11時～12時
12時～13時
18時～19時

クラス
U-6
U-9
U-12
U-6
U-9
U-12

アドバンス

曜日

月・木・金

土

月・金

（講師：ゆいか・あやか）

2022年9月新規開校！！
ミズノダンススクール B.T.DANCE

22.053101arima→060201arima→061601arima→062001arima→062101arima→062201arima→062801arima→

208434_st_A3_u


