
会場
連絡先
駐車場
住所

開催時間 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
開催日 ４日（火） ９日（火） ６日（火）

テーマ
コープス産直えのき茸ができるまで

と食べ方
手すり1本と杖先ゴムで劇的に生活

が変わる！
コープCooking「おいしく楽しく食

で健康」

講師 ＪＡ全農長野、JA中野市 コープ住宅（株） 家庭料理研究会

開催日
10日（月）

10：30～11：30
15日（月）

10：30～11：30
19日（月） 21日(月） 18日（月） 18日（月）

テーマ
お肉のプロが語る「FP薩摩元気豚」

のこだわり
どれが好き？コープの神戸ハイカラ

メロンパン
プロが教えるおそうじのコツ THEチョコレートWORLD 今日からあなたも黒酢マイスター！ 「絵本」で楽しもう！

講師 畜産担当者 職員 パソナライフケア （株）明治 坂元醸造（株） 子育てサポーター・NPO

開催日 11日（火） 9日（火） 15日（火）
12日（火）

10：30～11：00
12日（火）

テーマ
コープCooking「おいしく、楽し

く、食で健康」
食品ロスを減らすくらしのヒント ウエルネスセミナー どれが好き？食品工場の食パン

暮らしに花と緑を～花壇・コンテナ
ガーデン～

講師 家庭料理研究会 環境推進職員 大塚製薬（株） 所属職員 コープグリーンアドバイザー

開催日 12日（水） 17日（水） 14日（水）

テーマ どれが好き？食品工場のとうふ 最近のお葬儀事情と事前準備
寒さ・暑さ・結露からさようなら！
健康で快適な家づくり＋断捨離法

講師 所属職員 クレリ案内センター コープ住宅（株）

開催日 5日（水） 3日（水）
7日（水）

10:30～11:30
6日（水） 6日（水）

テーマ
いきいき美活～キレイをもっと楽し

く～
兵庫の瀬戸内で採れる美味しい海苔

と新鮮な魚料理
冷凍食品の上手な使い方 野菜の色と乳酸菌の話

1.どれが好き？食品工場のとうふ
 2.コープ洗剤を学びましょう

講師 （株）クラブコスメチックス 神戸市漁協女性部 味の素冷凍食品(株) カゴメ（株） 1.職員　2.(株)コープクリーン

開催日 19日（水） 17日（水） 21日（水）

テーマ
兵庫の瀬戸内で採れる海苔と新鮮な

魚料理
きれいな私を発見

手すり1本と杖先ゴムで劇的に生活
が変わる！

講師 神戸市漁協女性部 （株）かがやくコスメ コープ住宅（株）

開催日 13日（木） 11日（木） 8日（木） 10日（木） 14日（木） 14日（木）

テーマ ヨーグルトセミナー 紅茶のおいしい飲み方 野菜の色と乳酸菌の話
寒さ・暑さ・結露からさようなら！
健康で快適な家づくり＋断捨離法

女性がなりたい理想の肌に どれが好き？食品工場のとうふ

講師 雪印メグミルク（株） キーコーヒー カゴメ（株） コープ住宅（株） （株）ナリス化粧品 職員

開催日 19日（水） 17日(水） 21日（水） 16日（水） 20日（水） 20日（水）

テーマ 日本茶のおいしい淹れ方講座
お互いさまのお買い物(エシカル学

習）
食生活を見直そう～わたしの『食生

活』調査（BDHQ調査）
お墓のはなし（永代供養について） 乳製品を使った美味しい料理 キッチンガーデン

講師
宇治の露製茶(株)･

サントリーフーズ(株)
職員 家庭料理研究会 クレリ案内センター 森永乳業（株） グリーンアドバイザー

開催日
14日（金）

10：15～11：30
12日（金）

10：15～11：30
9日（金） 11日(金） 8日（金）

テーマ
お肉のプロが語る「FP薩摩元気豚」

のこだわり
どれが好き？食品工場の食パン きれいな私を発見

成人の約8割の方が歯周病にかかっ
ています！

自然のだし～おいしいいりこができ
るまで～

講師 畜産担当者 職員 （株）かがやくコスメ サンスター（株） 香川県漁連

開催日
18日（火）

10：15～10：40
16日（火） 20日（火） 19日（火） 19日（火）

テーマ
お肉のプロが語る「FP薩摩元気豚」

のこだわり
野菜の色と乳酸菌の話 コーヒーのおいしい飲み方 終活・相続対策のアレコレ ヨーグルトゼミナール

講師 畜産担当者 カゴメ（株） 小川珈琲 C・キッズ・ネットワーク 小岩井乳業（株）

開催日 12日(水） 10日（水） 7日（水） 16日（水） 13日（水） 13日（水）

テーマ 骨・カルシウムセミナー
あんしんすこやかセンターとのコラ

ボ
六甲アイランド発！食品工場商品の

魅力
コミュニケーション診断と財団紹介

食生活を見直そう～わたしの『食生
活』調査（BDHQ調査）

成人の約8割の方が歯周病にかかっ
ています！

講師 雪印メグミルク（株） あんしんすこやかセンター 生産事業部 ともしびボランティア振興財団 家庭料理研究会 サンスター（株）

開催日 20日(木） 16日（水） 27日(水) 27日（水）

テーマ
お肉のプロが語る「FP薩摩元気豚」

のこだわり
チャレンジ！ローリングストック職

員
食生活を見直そう～わたしの『食生

活』調査（BDHQ調査）
キッチンガーデン

講師 畜産担当者 家庭料理研究会 グリーンアドバイザー

10:15～12:00

10:15～12:00

コープ西神
078-961-1661

あり
神戸市西区春日台3-3
（かすがプラザ内）

10:15～12:00

10:15～12:00

10:00～11:30

コープ桜が丘
078-994-2211

あり
神戸市西区桜が丘中町3-
2-3（タウンセンター

ジョイフル内）

コープデイズ神戸西
078-974-3939

あり
神戸市西区池上3-3-1

コープ神陵台
078-783-3151

あり
神戸市垂水区神陵台3-3
（きたせんタウン内）

コープ西神南
078-992-1601

あり
神戸市西区井吹台東町1-

1-3

10:15～12:00

コープミニ塩屋
078-751-0665

なし
神戸市垂水区塩屋町3-9-

13

コープ垂水
078-705-4100

あり
神戸市垂水区日向1-4-1
（レバンテ垂水1番館 地

下1階）

コープ新多聞
078-783-0005

あり
神戸市垂水区本多聞4-1-

250

コープ福田
078-751-3200

あり
神戸市垂水区東垂水町字

菅ノ口634-1

コープ高丸
078-707-8855

あり
神戸市垂水区上高丸1-9-

30

コープ桃山台
078-752-2711

あり
神戸市垂水区桃山台3-

23-3

10:15～12:00

10:00～11:30

10:15～12:00

コープミニ東舞子
078-785-2250

あり
神戸市垂水区舞子台4-9-

8

神戸市（垂水区・西区）

《2018年度レインボースクール開催一覧表》

■店舗主催

10:15～11:15

10:30～12:00

10:15～12:00

■ 参加いただく前に 

開催日・内容は予告なく変更することがあります。また、定員（30名程度）になり次第、受付を終了します。 

参加の際は、必ず事前にお問い合わせいただきますようお願いします。 

■ 一時保育ご希望のときは申し込み先にお問い合わせください。 


	入力シート

