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可能性を広げよう！ 
「2020年夏休みこども教室」開講 

親子で作る！体験する！ 

 

神戸ポートピアホテルでは 2020 年 8 月 1 日(土)より「夏休みこども教室」を開講いたします。お仕事体験ができ

る講座や工作、料理ができる講座など全 16種 17 講座を企画いたしました。新型コロナウイルス感染症の影響で夏

休みが短くなり、新しい生活様式も提唱されています。お子さまの可能性を広げ、親子のコミュニケーションを深

める時間をご提供いたします。 

 

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）は、2020年 8月 1日(土)～8月 23日（日）

の期間、「2020 年夏休みこども教室」として、親子で参加できる講座など全 16 種 17 講座をお子さま向けに

開講いたします。 

こども教室は毎年、｢こどもたちの夢の実現を応援する夏休み教室｣をテーマに開催しています。ホテルなら

ではの「テーブルマナー講座」「親子すし教室」、例年好評の「セスナ機フライト体験」や初開催の「親子グ

リコピア見学と GLICODE体験」｢ミニスツール作り｣など、今年も親子のふれあいを通して絆が深まる講座を

企画いたしました。新型コロナウイルス感染症による休校の影響で夏休みが短くなったお子さまが親子で参

加することにより、学びや体験を通して可能性を広げながら家族のコミュニケーションを深める時間をご提

供いたします。また、17 講座のうちいずれかの講座の参加特典として、株式会社の仕組みやお金の流れを学

べる「会社経営体験講座」に無料で参加いただける（午前・午後 各 12組限定）ほか、ルーフガーデンプー

ルご利用券を全員にプレゼントいたします。 

詳細は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

News Release 



■名称 ｢2020年夏休みこども教室」 https://www.portopia.co.jp/event-culture/culture/detail/45/ 

 

■開講期間 

2020年 8月 1日（土）～8月 23 日(日) 

 

■講座一覧 

①8月 1日 親子グリコピア見学と GLICODE体験 (1回目) 

 ※｢GLICODE｣とはグリコが開発した、総務省が推進する｢若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業に 

選ばれたプログラミング授業です。 

②8月 2日 ｢落とし穴ビー玉迷路」作り(有馬玩具博物館) 

③8月 3日 あこがれのフライト体験（ヒラタ学園） 

④8月 4日 テレビ局見学とアナウンサー体験(サンテレビ) 

⑤8月 4日 リズムスイミング(女性限定) 

⑥8月 5日 親子グリコピア見学と GLICODE体験 (2回目) 

⑦8月 6日 アレックス料理長の親子パスタ作り&ランチ 

⑧8月 7日 大工体験＆工作教室（竹中大工道具館） 

⑨8月 8日 こども英会話 ～Fun with English！～ 

⑩8月 8日 親子造形教室｢ミニスツール｣作り 

⑪8月 9日 ｢スニーカー柄のクリアバッグ｣作り 

⑫8月 11 日 すし萬料理長に学ぶ 親子すし教室 

⑬8月 12 日 親子茶道入門 

⑭8月 13 日 親子で学ぶ テーブルマナー＆ランチ 

⑮8月 14 日 こども寄席～落語家 笑福亭由瓶に入門～ 

⑯8月 16 日 親子陶芸教室 

⑰8月 23 日 親子パン教室 

 

■時間・料金・対象・定員 

別紙参照 

 

■参加特典 

①ルーフガーデンプール利用券 除外日；お盆期間(8/8～8/16) 

②｢親子で体験！お菓子の会社を経営しよう」講座ご参加（8月 13日（木）午前・午後 各 12組限定 無料） 

 

■参加者限定ランチメニュー 

本館 2階ダイニングカフェ「SOCO」にて 

8 月 1 日（土）～8 月 30日（日） 11:00a.m.～3:00p.m.※除外日；特別催事日 

大人  ￥1,900（メインはパスタ・ピッツァ・リゾットよりチョイス）  

お子さま￥1,300（スパゲティ ミートソース・ピッツァ マルゲリータよりチョイス） 

※サラダ、スープ、パン、ドリンク 1点がつきます ※税・サービス料込 

 

■ご受講に際しての新型コロナウイルス感染症防止策 

1.ご受講の際はアルコールによる手指消毒、状況に応じて会場入口に消毒係を配置いたします。 

また問診票にご記入いただきます。 

2.密集・密接・密閉とならないよう、少人数での開講といたします。 

テーブルおよび椅子配置はフィジカルディスタンスを十分にとります。 

厚生労働省が定める基準で換気を実施いたします。状況により空気清浄機や空間除菌剤を設置いたします。 

3.講座の内容により、調理、サービススタッフがマスクを着用いたします。 

4.発熱されているお客さま、また体調の優れないお客さまはご来館･ご受講をご遠慮いただきますよう 

お願いいたします。 

 

https://www.portopia.co.jp/event-culture/culture/detail/45/


お問い合わせ・お申し込み 

 

神戸ポートピアホテル内 サロン・ド・ポートピア事務局 (10:00a.m.～5:00p.m.) TEL；078-303-5212 

お申し込み受付 サロン・ド・ポートピア会員 6月 15 日（月）10：00a.m.～ (電話のみ) 

        一般            6月 17 日（水）10：00a.m.～ 

        ＷＥＢ(オンライン決済)   6月 17 日（水）00：00a.m.～ 

 

＜サロン・ド・ポートピア について＞ 

サロン・ド・ポートピアは多彩な文化講座を通して交流をはかり、上質なホテルライフを愉しむポートピアホテル

独自のメンバーシップ制度です。会員さまは特別価格で講座を受講できるほか、レストランやフィットネスなどの

ホテル内施設をお得に利用できる特典がついています。また料理や文化、運動などの多彩な 1 日講座は会員以外の

方も一般価格で受講いただけます。 

サロン・ド・ポートピアのご案内 https://www.portopia.co.jp/member/salon/ 

講座紹介ページ         https://www.portopia.co.jp/event-culture/culture/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜このリリースに関するお問い合わせ＞  

株式会社 神戸ポートピアホテル 総支配人室 営業企画 橋本 博 

Tel.078-303-5223（直通）Fax.078-302-1137（直通） E-mail hhashimoto@portopia.co.jp 

 

https://www.portopia.co.jp/member/salon/
https://www.portopia.co.jp/event-culture/culture/
hhashimoto@portopia.co.jp


サロン・ド・ポートピア会員 6月15日（月） 10:00a.m.より
 一　般  6月17日（水）10:00a.m.より
※WEBは6月17日（水） ホームページより

お申込み受付開始

①ルーフガーデンプール利用券

全員もれなく！

除外日：お盆期間（8/8～8/16）

②特別講座に無料で参加

24組限定で

8/13「親子で体験！ お菓子の会社を経営しよう」

参加者特典

体
験
す
る作

る

夏休みこども教室参加にお得！
● 先行予約申し込みできる
● 会員優待料金で受けられる

2020年夏休み

Tel.078-303-5212（直通）ご予約・お問い合わせ
サロン・ド・ポートピア事務局
（電話受付 平日10：00a.m.～5：00p.m.）

SALON de PORTOPIA　文化教室今だけお得な

夏の入会キャンペーン
2020.6.1（月）▶8.31（月）
入会金  6,500円　年会費 6,000円

　　　  夏休みこども教室申込と同時入会で

アラメゾン利用券1,000円分プレゼント

①ペアランチ券
②平日プール利用券4枚
いずれかをチョイス

特典

更に！

検索サロン・ド・ポートピアホームページもご覧ください。

　 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2020年 夏休み カレンダーこども教室
月 火 水 木 金 土 日

⑩テレビ局見学
⑪リズムスイミング

⑮親子テーブルマナー＆ランチ
★特別無料講座⑭親子茶道入門 ⑤こども寄席

⑧「ビー玉迷路」作り

⑨フライト体験 ②親子大工体験 ④スニーカー柄の
　クリアバッグ作り

③こども英会話
⑫親子造形教室　

⑯親子パン教室

⑥親子陶芸教室⑬親子すし教室8 月

⑦GLICODE体験

⑦GLICODE体験

①親子パスタ作り＆
　ランチ

サロン・ド・ポートピアは、多彩な
文化講座を通して交流をはか
り、上質なホテルライフを愉しむ
ワンランク上の会員組織です。

こども教室
ナイトプール「ファミリーナイト」にも使える！

メニュー
サラダ・スープ・パン

本日のおすすめパスタ または ピッツァ または リゾット
コーヒーまたは紅茶

サラダ・スープ・パン
スパゲッティ ミートソース または ピッツァ マルゲリータ

ジュース

本館2Fダイニングカフェ「SOCO」にて夏休みこども
教室参加者限定の特別メニューをご用意いたしました。
必ず前日までにサロン・ド・ポートピア事務局までご予
約ください。（他の割引券との併用不可）

夏休みこども教室やレストランなどホテル施設
ご利用1回につきスタンプが1個たまる
入会金・年会費無料のお得なカードです。

※内容は変更になる場合がございます。　※表示金額はいずれも税金・サービス料込

[期間] 8/1（土）～8/30（日） 11：00a.m.～3：00p.m. ※除外日：特別催事日

入会ご希望の場合は教室参加時にお申し付けください。

※写真はすべてイメージです

詳しくは
こちら

大人 1,900円 お子さま 1,300円
メニュー

夏休みこども教室
参加者限定ランチメニューのご案内

オーバルポイント
ジュニアカードのご案内

＊＊＊お申込み前に必ずお読みください＊＊＊
お申込み～当日の流れ
お申込み（HP、お電話）→ご入金→ホテルから「当日のご案内」「特典プール券」郵送
※「当日のご案内」の内容をご確認いただき、ご参加ください。
※ご参加3日前になっても「当日のご案内」など届かない場合はサロン・ド・ポートピア事務局までご連絡ください。

注意事項
●新型コロナウイルスの感染状況により講座の中止や内容の変更をさせていただく場合がございます。
●参加費は事前入金制です。お申込み日より1週間以内にご入金ください。
　ご入金が確認できない場合はご予約をキャンセルさせていただく場合もございます。
　※ご入金確認後、「当日のご案内」と、特典の「ルーフガーデンプール利用券」を7月中旬より順次お送りいたします。
●特典発券など事務手数料として1講座お申し込みにつき別途500円を頂戴いたします。
●必ず保護者同伴でご参加ください。
●会場キャパシティやフィジカルディスタンス確保などの都合上、お付添いの方のご入室はご参加のお子さまに対して
　1名さまでお願いいたします。
●安全でスムーズな運営にご協力いただくために、動画撮影はお断りいたします。
　また、教室により一部写真撮影をご遠慮いただく場合がございます。
●当日の様子は事務局にて撮影させていただき、ホテルホームページやSNS、広報誌などに掲載させていただく場合が
　ございます。
●終了時間は当日の状況により若干前後する場合がございます。
●都合により、講師が変更になる場合がございます。
●台風や諸般の事情により休講となる場合は、サロン・ド・ポートピア事務局より前日5:00p.m.までにご連絡いたします。

キャンセルにつきまして
開講日の7日前より参加費全額のキャンセル料をいただきます。
上記以外の期間も、キャンセル時にすでに特典のプール券をご利用になっている場合はご返金いたしかねます。

※新型コロナウイルスの感染状況により内容が一部変更になる場合がございます。

20.042401緋田→051201緋田→051202緋田→052101緋田→052201緋田→060201緋田→060401緋田→　

150642_ph_A3_o_B



家族の絆を深める

こども教室2020年夏休み
サロン・ド・ポートピア会員先行受付 6/15（月） 10:00a.m.～
 一般受付 6/17（水）10:00a.m.～
TEL 078-303-5212（10：00a.m.～5：00p.m.）
※WEBは6月17日（水）～

ご予約はオンライン決済のWEB申し込みが便利です。
ホテルホームページよりお申込みください。

検索サロン・ド・ポートピア夏休み ※6月17日（水）より受付

※お申し込みの前に必ず裏面の注意事項をお読みください。

プール ×2

プール ×1 プール ×1

※各講座当日の受付時間は教室開始の30分前からです。…プール券の枚数　　　　…館外教室プール ×1

プール ×2

ポートピアホテルの
パンを毎日作ってい
る製パン料理長か
ら教わるパン作り。
焼きたての手作り
パンはすべてお持
ち帰りいただけます。

●講　師：三枝 達朗（製パン料理長）
●時　間：1：30p.m.～4:00p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間
●参加費：親子1組7,000円 ※1名追加は半額にて承ります
●対　象：小学生以上　●定　員：親子20組40名

親子パン教室
8/23
（日）

16

「こんなお菓子があったらいいな」と思うお菓子の新商品の開発を通じて、株式会社の仕組み
やお金の流れなど会社経営について楽しく学んでいきます。実際に親子でお菓子のパッケー
ジを制作していただき企画力、表現力、コミュニケーション能力を養います。

●講　師：みずほ証券（神戸支店スタッフ）
●時　間：①10：30a.m.～12.30p.m.　②2：00p.m.～4：00p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間
●対　象：小学生以上　●定　員：各12組

夏休みこども教室に参加したら無料で参加できる！

親子で体験！ お菓子の会社を経営しよう
8/13（木）★

特別無料講座

▶▶▶ 幼稚園以上 ◀◀◀ ▶▶▶ 幼稚園以上 ◀◀◀ プール ×2
ポートピアホテル
のフレンチコース
料理を実際に親子
で召し上がりなが
ら、テーブルマナー
の歴史やナフキン、
ナイフ＆フォークの
使い方、グラスの
扱い方などを学び
ます。

●講　師：永井 恭平（ポートピアホテルテーブルマナー講師）
●時　間：11：00a.m.～1:00p.m.
●会　場：本館地下1階 菊水の間
●参加費：親子1組13,000円

※1名追加は半額にて承ります
●対　象：小学生以上　●定　員：親子12組24名

親子で学ぶ
テーブルマナー＆
ランチ

8/13
（木）

15 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×2
ポートピアホテル
のフレンチコース
料理を実際に親子
で召し上がりなが
ら、テーブルマナー
の歴史やナフキン、
ナイフ＆フォークの
使い方、グラスの
扱い方などを学び
ます。

●講　師：永井 恭平（ポートピアホテルテーブルマナー講師）
●時　間：11：00a.m.～1:00p.m.
●会　場：本館地下1階 布引の間
●参加費：親子1組13,000円

※1名追加は半額にて承ります
●対　象：小学生以上　●定　員：親子12組24名

親子で学ぶ
テーブルマナー＆
ランチ

8/13
（木）

15 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×2
しゃりの握り方、ネタの乗
せ方、巻き方など、教わり
ながら親子でお寿司を作
ってみます。実習後は「す
し萬」特製の赤だしと共に
自分で握ったお寿司で楽
しいランチタイムです。

●講　師：津田 義治（すし萬料理長）
●時　間：11:30a.m.～1:30p.m.
●会　場：本館2階 コスモポリタン
●参加費：親子1組8,000円 ※1名追加は半額にて承ります
●対　象：小学生以上　●定　員：親子10組20名

すし萬料理長に学ぶ
親子すし教室

8/11
（火）

13 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×1
迷路の構造を考え
ながら、電動のこぎ
りを使用したり端
材にペイントなどし
ながら作ります。
サイズ：約24㎝×
32㎝

●講　師：川島 朱実（有馬玩具博物館スタッフ）
●時　間：1:30p.m.～4:00p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間
●参加費：会員5,400円／一般5,900円
●対　象：小学生以上　●定　員：20名

有馬玩具博物館
「落とし穴ビー玉迷路」作り

8/2
（日）

8 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×2

薄茶の点て方、お茶
の頂き方などのお
作法とともにお花
や禅語など豊かな
茶道の世界を体験
します。使用した茶
碗と茶筅はお持ち
帰りいただけます。

●講　師：岡田 淑子（茶道講師）
●時　間：1:30p.m.～3:30p.m.
●会　場：南館地下1階 瀬戸の間
●参加費：親子1組 会員6,000円／一般7,000円

※1名追加は半額にて承ります
●対　象：小学3年生以上　●定　員：10組20名

親子茶道入門
8/12
（水）

14 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×1

元全日本シンクロの世界選手権
銀メダリストである阪育子コーチ
による特別レッスン。音楽に合わ
せて、クロール、背泳、ジャンプ＆
ターン♪ 楽しく1曲泳ぎます。
（ノーズクリップ付き）

●講　師：阪 育子（文化教室講師）
●時　間：10:00a.m.～12:00noon.
●会　場：本館4階 フィットネス＆スパ 「ルアナ」
●参加費：会員5,000円／一般6,000円
●対　象：10m以上泳げる小学3年生以上女児
●定　員：8名

リズムスイミング
（女性限定）

8/4
（火）

11 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×2

ノコギリやカナヅチなどを使っ
て親子で協力して1つのスツー
ル（背もたれのないイス）を作り
ます。
サイズ：幅24㎝×奥行27㎝×高
さ44㎝

●講　師：賀来 寿史（NPO法人これからのまち、建築、
みどりをつくる会 特別講師：木工家）
狩野 新（NPO法人これからのまち、建築、
みどりをつくる会 特別講師：家具デザイナー）

●時　間：1:00p.m.～5：00p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間
●参加費：親子1組 会員7,000円／一般8,000円（作品は1脚）

※1名追加は半額にて対応
●対　象：小学生以上　●定　員：12組24名

親子造形教室
「ミニスツール」作り

8/8
（土）

12 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

▶▶▶ 幼稚園以上 ◀◀◀ ▶▶▶ 幼稚園以上 ◀◀◀

イタリアンバールEREMOの
ローマ出身シェフから手打ち
パスタの作り方と様々な種類
のパスタやソースについて学
んだ後はEREMO特製ランチ
を召し上がっていただきます。
自分で作ったパスタはお持ち
帰りいただけます。
●講　師：パナトーニ・アレサンドロ（ＥＲＥＭＯ料理長）
●時　間：11：00a.m.～1：30p.m.
●会　場：本館1階 イタリアンバール 「EREMO」
●参加費：親子1組8,000円

※1名追加は半額にて承ります
●対　象：幼稚園年中以上　●定　員：10組20名

プール ×2
気分は陶芸家！土
をこね、ろくろを回
して好きな形の器
を作ります。作品
は講師が持ち帰り、
窯で焼き上げ、約
3週間後のお渡し
となります。

親子陶芸教室
▶▶▶ 幼稚園以上 ◀◀◀8/16

（日）

6

●講　師：林 理恵（つぼみ窯）
●時　間：1:30p.m.～3:30p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間
●参加費：親子1組9,000円（2名分材料費含む）

※1名追加は半額にて承ります
●対　象：幼稚園年中以上　●定　員：親子12組24名

アレックス料理長の
親子パスタ作り＆ランチ

8/6
（木）

1

竹中大工道具館で、ノコギリ
やカンナを使って大工体験、
学芸員による館内ツアーの
後は木工室でワークショップ。
ロボ木ー（年長以上）、六甲の
木のたまご（年少以上）、ひの
きねんど（年少以上）の中か
らひとつ選んで製作します。
●講　師：北村 智則（竹中大工道具館技能員）
●時　間：1:30p.m.～3:30p.m.
●会　場：竹中大工道具館※現地集合
●参加費：会員4,000円／一般4,500円

※付添の保護者1名の入館料をを含みます
●対　象：幼稚園年少以上　●定　員：6名

大工体験＆工作教室
（竹中大工道具館）

8/7
（金）

2

透明のビニール素材にスニ
ーカーの絵をかいて紐通しの
穴をあけ、実際のスニーカー
のように紐結びの練習にもな
るかわいいバッグを作ります。

●講　師：亘 千佐子
（夏休みこども教室専任講師）

●時　間：10:30a.m.～12:30p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間
●参加費：会員4,500円／一般5,000円
●対　象：幼稚園年少以上　●定　員：15名

「スニーカー柄の
クリアバッグ」作り

8/9
（日）

4

プール ×1

▶▶▶ 幼稚園以上 ◀◀◀

ゲームや歌で
楽しく英会話
のレッスンを
します。
最後は夏の
思い出の絵日
記を英語で書
いてみます。

●講　師：Frank Ogenche Ouko（当社文化教室講師）
●時　間：10:30a.m～12：00noon.
●会　場：本館2階 コスモポリタン
●参加費：会員3,700円／一般4,200円
●対　象：幼稚園年少以上　●定　員：12名

こども英会話
～Fun with English!～

8/8
（土）

3

プロの落語家に色々
な小噺や、うどんの
食べ方等のしぐさを
始め、大喜利、なぞか
けを教わります。午
後からは、発表会で
練習成果を披露しま
す。（軽食2名分・手ぬ
ぐいのお土産付き）
●講　師：笑福亭 由瓶（落語家）
●時　間：10:30a.m～3：00p.m.
●会　場：南館地下1階 瀬戸の間
●参加費：会員6,000円／一般7,000円
●対　象：幼稚園年中以上　●定　員：12名

こども寄席 ～落語家 
笑福亭由瓶に入門～

8/14
（金）

5

プール ×1

貸 切
グリコピア見学後に親子で
「GLICODE体験」をします。
GLICODEとはグリコが開
発した総務省が推進する
「若年層に対するプログラ
ミング教育の普及推進」事
業に選ばれたプログラミン
グ授業です。
●講　師：グリコピア神戸 スタッフ
●時　間：1:00p.m.～3:30p.m.
●会　場：グリコピア神戸 ※現地集合
●参加費：親子1組 会員5,000円／一般6,000円

※1名追加は半額にて承ります
●対　象：小学生以上　●定　員：各日10組20名

親子グリコピア見学と
 GLICODE体験
（グリコピア）

8/1
（土）

・8/5
（水）

7 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×2

※写真はすべてイメージです

※新型コロナウイルスの感染状況により講座の中止や内容の変更をさせていただく場合がございます。

神戸上
空へ

TAKE
 OFF！！

 
パイロットを育成している教官の
授業を受けた後は、小型セスナ
機に乗って12分間のフライト体
験。その後は国内最大級の格納
庫で小型機やヘリコプターを間
近で見学します。※保護者の方
のフライト体験も可能です。
●講　師：安東 真矢（ヒラタ学園教官）他
●時　間：1:00p.m.～3:30p.m.
●会　場：ヒラタ学園 ※現地集合
●参加費：会員8,000円／一般9,000円
●対　象：小学生以上
●定　員：24名（3人乗り）、最少催行人数15名
※悪天候の場合は8/6（木）に順延

あこがれのフライト体験
（ヒラタ学園）

8/3（月）9
予備日8/6（木）

▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×1
ホテルに隣接するサン
テレビで本番のニュー
ススタジオ見学や、機
器操作、原稿読みにチ
ャレンジするアナウン
サー体験など、テレビ局
の仕事を知ることがで
きます。サンテレビのお
土産付き。
●講　師：SUN-TVアナウンサー
●時　間：1:30p.m.～3:30p.m.
●会　場：本館2階 のじぎくの間～サンテレビ
●参加費：会員5,500円／一般6,000円
●対　象：小学生以上　●定　員：12名

テレビ局見学と
アナウンサー体験
（サンテレビ）

8/4
（火）

10 ▶▶▶ 小学生以上 ◀◀◀

プール ×1

新型コロナウイルス等の感染予防のため、お客さまに安心してご利用いただけるよう、
衛生管理を徹底して実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。

▼  ▼  ▼

幼稚園以上

▲  ▲  ▲

▼  ▼  ▼

小学生以上

▲  ▲  ▲
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