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映画館を街のにぎわい発信基地に／ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド

夏休みの自由研究は映画館で完成させよう！
7/30（土）～8/21（日）
「CINE LAB」で STEAM 教育を体験
シネマコンプレックス「ＯＳシネマズ」を経営するオーエス株式会社（本社：大阪市北区、取締役社長：髙橋秀一
郎）は、プロフェッショナル・エージェンシー事業を展開する株式会社クリーク･アンド･リバー社（本社：東京都港
区、代表取締役社長：井川幸広、以下 C&R 社）と業務提携し、当社の映画館を映画鑑賞の場としてだけでなく、街の
にぎわいや文化の情報発信基地へアップデートする新たな可能性を追求するプロジェクトを展開してまいります。
その第１弾として、各分野の専門家が子ども向けに体験コンテンツを提供する「CINE LAB（シネラボ）」を、ＯＳ
シネマズ神戸ハーバーランドにて開催いたします。小学生の夏休みの自由研究に、クリエイティブな発想で問題解決
を創造できる STEAM 教育（※1）を映画館で体験しながら、宿題も完成させられる新しい取り組みとなります。

会場となるＯＳシネマズ神戸ハーバーランド

【開催スケジュール】
第１回

3D プリンタ体験の様子（イメージ）

※詳細は次頁参照ください

「3D プリント × SDGs！

自分で考え、描いて、形にする！」

講師：ファブラボ品川／一級建築士 濱中直樹、ファブラボ品川／作業療法士 林園子
7 月 30 日（土）
・31 日（日）
第２回

各日 9：30～12：00（高学年向け）/13：00～16：00（低学年向け）

「みんなで作る！音楽絵本の世界！

誰でもできる楽器を鳴らすと、絵本が音楽に変身！？」

講師：ピアニスト 佐藤はるひ
8 月 6 日（土）
・7 日（日）
第３回

各日 11：00～12：00/13：00～14：00

「解剖を体験！プレメディカル教室！

骨をさわって、中をのぞいて、身体のしくみを学ぶ！」

講師：理学療法士 田中一秀
8 月 20 日（土）
・21 日（日）

各日 11：00～12：00/13：00～14：00

【会場】
ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド

ロビースペース（神戸ハーバーランド umie サウスモール 5 階）

【参加対象・定員】
小学１年生～６年生までのお子様

各回お申し込み先着 10 名様まで（第 1 回の午後の部のみ合計 12 名様まで）

※お子様 1 名につき保護者の方１名様の同伴可能です。

【参加費用】
お 1 人様 1,000 円（第 1 回の午後の部のみお 1 人様 500 円）
※その他会場までの交通費は各自でのご負担となります。

【お申し込み方法】
右記 QR コードまたは URL より LINE で「CINE LAB」を友だち登録した後
トークルームの応募フォームより希望プログラムを選択しお申し込みください。

https://lin.ee/OaYfGv5

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、映画やゲームなどのエンターテインメントは動画配信サービスなどを
通じて、自宅であるいは個人で楽しまれることも多くなりました。大勢が集まり時間と空間の共有による一体感や創
造力を楽しむエンターテインメント業界は、いま新たな展開を求められています。
そのようななかＯＳシネマズでは映画館を「映画を観る」ためだけの場に留めず地域のにぎわい創出に貢献できる
場にしたいという想いをもとに、今回 C&R 社との「体験コンテンツ」検討やサポートを経て「CINE LAB（シネラ
ボ）
」の開催となりました。
将来的には、この業務提携の取り組みにより得られた事業モデルを他企業や各自治体が抱える「場の有効活用」と
いう課題の解決手段として提供できるようになることを目指し、本活動を継続・発展させてまいります。
■ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド「CINE LAB」
第1回

スケジュール・テーマ詳細

「3D プリント × SDGs！ 自分で考え、描いて、形にする！」

7 月 30 日（土）
・31 日（日） 各日 9：30～12：00（高学年向け）/13：00～16：00（低学年向け/1 回 20 分簡易体験×6 枠）
3D プリンタのことを見たり聞いたりしたことがあっても、実際に自分でデザインしたも
のを出力する機会はまだまだ少ないのではないでしょうか。このワークショップでは、実
際に様々な暮らしの道具を参考にしながら、アイデアスケッチに取り組んだり、短時間で
3D モデリングできるツールを体験していただきます。
講師：ファブラボ品川／一級建築士 濱中直樹、ファブラボ品川／作業療法士 林園子（https://www.fablab-shinagawa.org/）
濱中 直樹…アーキテクト／ファブリケイター。ハマナカデザインスタジオ主宰。ファブラボ品川 ファウンダー。2014 年 11 月
に立ち上げたファブスペース［at.Fab (アトファブ)］を 2018 年 4 月に「作業療法士のいるファブラボ」ファブラボ品川として
リローンチ、
「ともにつくる」社会の実現を目指して活動している。
林 園子…作業療法士。ファブラボ品川 ディレクター。

第２回

「みんなで作る！音楽絵本の世界！

8 月 6 日（土）
・7 日（日）

誰でもできる楽器を鳴らすと、絵本が音楽に変身！？」

各日 11：00～12：00/13：00～14：00

いろいろな打楽器を使い、一冊の絵本の世界をみんなの音を合わせて作っていく！楽器の経
験は一切不要、音を楽しみながら、表現力を学ぶ。最後は、はるひ先生の演奏と朗読に合わ
せて、みんなで「音楽絵本」の発表会を体験します。
講師：ピアニスト 佐藤はるひ（https://www.haruhisato.com/）
ピアニスト。ドイツ国立ヴュルツブルク音楽大学・大学院共に首席卒業後、同大学ピアノ科
講師を務める。バイエルン文化賞を日本人初受賞。ドイツ国家演奏家資格取得。

第3回

「解剖を体験！プレメディカル教室！

骨をさわって、中をのぞいて、身体のしくみを学ぶ！」

8 月 20 日（土）
・21 日（日）

各日 11：00～12：00/13：00～14：00

骨っていくつあるか知ってる？

動物の骨と人間の骨って違うの？

いるの？

こういう疑問をもったことはありませんか？

筋肉ってどんな形をして

ヒトの体は一番身近な科学です。知

れば知るほど奥が深く、また面白い内容をたくさん知ることができます。ご家族でカラダの不
思議を体験しましょう。
講師：理学療法士 田中一秀
国際医療福祉大学医療福祉学研究科、修士課程修了。理学療法士養成校を始め、一般高校にお
いても医学の楽しさを伝える講師活動を実施。医療や介護に IT 技術を導入推進するアドバイ
ザーとして各企業への支援を行う。
（※1）STEAM 教育：科学（Science）／技術（Technology）／工学（Engineering）／芸術・教養（Art/Arts）／数学（Mathematics ）の頭
文字をとった造語。科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）。アート（Art）、数学（Mathematics）の 5 つの領域を対
象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。知る（探究）とつくる（創造）のサイクルを生み出す、分野横断的な学びで、体験から課
題を見つけ、クリエイティブな発想で問題を解決する手段が身につく。（STEAMJAPAN HP より https://steam-japan.com/about/）

■株式会社クリーク･アンド･リバー社

会社概要

本社

：

東京都港区新橋四丁目１番１号

新虎通り CORE

設立

：

1990 年 3 月

代表者

：

代表取締役社長

拠点

：

東京（本社）・大阪・札幌・仙台・福島・大宮・横浜・船橋・高崎・金沢・名古屋・京都・神

井川幸広

戸・高松・広島・福岡・熊本・那覇／ソウル・上海・北京・ロサンゼルス
事業内容

：

映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、医療、IT、会計、法曹、建築、ファッション、食、
コンピュータサイエンス、ライフサイエンス、舞台芸術、CXO、アスリート、アグリカルチャ
ーの 18 分野でプロフェッショナルに特化したエージェンシー（派遣・紹介）
、プロデュース
（請負・アウトソーシング）
、 ライツマネジメント（知的財産）事業を展開。プロフェッショ
ナルの叡智で革新的な事業を無限に創造している。

URL

：

■オーエス株式会社

https://www.cri.co.jp （コーポレートサイト）
会社概要

本社

：

大阪市北区小松原町 3 番 3 号 ＯＳビル 12 階

設立

：

1946 年 12 月

代表者

：

取締役社長

拠点

：

大阪（本社）・東京

事業内容

：

エンタメ・サービス事業

URL

：

https://www.osgroup.co.jp/

髙橋 秀一郎

■ＯＳシネマズ神戸ハーバーランド
住所

：

不動産事業

概要

神戸市中央区東川崎町 1 丁目 7 番 2 号
JR 神戸駅

神戸ハーバーランド umie サウスモール５階

中央改札口から徒歩約 5 分

URL

：

https://www.oscinemas.net/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=21120

Twitter

：

https://twitter.com/OS_Cinemas

Instagram

：

https://www.instagram.com/os_cinemas/

@OS_Cinemas
＠os_cinemas

≪本件に関するお問い合わせ先≫
【業務提携・協業に関するお問い合わせ】 株式会社クリーク･アンド･リバー社 大阪支社
オープンイノベーション担当

MAIL：osaka_creek@hq.cri.co.jp

【CINE LAB イベントの詳細・お問い合わせ】 オーエス株式会社 エンタメ・サービス事業部
TEL：06-6361-3556

MAIL：admin_os_lab@osgroup.jp

HP：https://www.osgroup.co.jp

