
7・8月の
当日参加できる
プログラム

● ： 特別プログラム実施日は
　　お休みになる場合があります。
● ： 7/5は除く
● ： 7/20から金曜日も実施
★ ： 8/15は実施

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日・祝

ひかりの箱庭
物品協賛　東亜無線電機株式会社、テイシン電機株式会社、エッチングアート 一誠

●

●

● ● ● ● ●

●●

● ●

● ● ●

● ● ●

● ●

●

●

ニュース番組体験、音効さん、声優さん　ほか

パーティー
キッチン

創作工房

コンピュー
ター工房

わいわい
スタジオ５階

4階

3階

3階

【7/10まで】からくりコラージュ　クランクのしくみに出会おう！
【7/16から】いろ･色･ラボラ

【7/18まで】～お茶の世界を味わおう～抹茶のカップケーキ作り♪
協力　京都府茶協同組合

【7/23から】★暑さを吹っ飛ばそう!ヒンヤリおいしいシャーベット作り★
★たべものをしろう！「やさい・くだもの」 ★火・金はお話のみ
協力　辻学園 栄養専門学校

★★ ★

7/30は
除く

7/23から
実施

8/5は
除く

チルドレンズミュージアムとは…チルドレンズミュージアムとは… 科学、芸術、文化など幅広いテーマを扱った子どものための総合博物館のことです。アメリカをはじめ世界各国に設立されています。科学、芸術、文化など幅広いテーマを扱った子どものための総合博物館のことです。アメリカをはじめ世界各国に設立されています。チルドレンズミュージアムとは… 科学、芸術、文化など幅広いテーマを扱った子どものための総合博物館のことです。アメリカをはじめ世界各国に設立されています。

7月●8月2日(火)～8月31日(水)は19時まで営業します。
●8月8日(月)･15日(月)は臨時開館します。
●8月2日(火)～8月31日(水)は19時まで営業します。
●8月8日(月)･15日(月)は臨時開館します。

キッズプラザ大阪 公式フェイスブック
http://www.facebook.com/
　　　　　　KidsPlazaOsaka

http://www.kidsplaza.or.jp
携帯・スマートフォンからは、左のQRコードよりアクセスできます。
http://www.kidsplaza.or.jp/i/

キッズプラザの最新情報をお届けする、メルマガ会員募集中！
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vol.114

7月27日（水）~8月3日（水）
音のどうぐ　
世界の楽器たち vol.9

7月27日（水）~8月3日（水）
音のどうぐ　
世界の楽器たち vol.9

7月27日（水）~8月3日（水）

缶バッジプレゼント缶バッジプレゼント
10日（日）数量限定!

キッズプラザ大阪
19thアニバーサリー!

おたんじょうび会

あいちゃん・
ゆうくんの
おたんじょうび会

9日（土）

7・8月

7・8月の休館日 ７月4日（月）、11日（月）、19日（火）、25日（月） ／ 8月1日（月）、22日（月）、29日（月）

0～2歳＝無料
65歳以上の方（要証明）は入館料700円、障がい者手帳等
所持者（要手帳）及びその介護者1名は入館料の半額に
なります（幼児は200円）。

1400円

800円

500円

1200円

600円

300円

8月7日（日） 9：30~18：30
全　館
子どもとその保護者・1000名
1階入口で9：30からラリーカードを
17：00まで配布（なくなり次第終了）
無　料

日 時
場 所
対象・人数

参 加 費

8/7(日)限定「謎解きクイズラリー」開催!クイズに答えて正解に
たどりつけるかな?正解者にはプレゼント進呈あり!
ぜひ保護者のみなさまもご一緒にご参加下さい。
(プレゼントは子どものみ) 主催　株式会社NTTドコモ　関西支社

vol.114

あい・ゆうに会える2日間！10日はにゃんばろうも来るよ！

割引クーポ
ン

プレゼント
♪

利用期間 ：

７/３１（日）
まで！

ー!

ん・ん・
のの

10日はに10
も来

わくわく謎解きクイズラリーわくわく謎解きクイズラリー



自由研究
は

これで
カンペキ

!

自由研究
は

これで
カンペキ

!

協　　賛　国際ソロプチミスト大阪、ホルベイン工業株式会社　　
物品協賛　東洋シール株式会社 紙の世界事業部
協　　力　株式会社 海洋堂、株式会社 龍遊館、クロネコキューブ株式会社、
　　　　　兵庫県立人と自然の博物館、大阪市立デザイン教育研究所 
後　　援　大阪市教育委員会、大阪府教育委員会
 

「ワクワクで世界を変えていく」を理念に、神戸を本拠
地とし、参加型謎解きイベントの企画・制作・運営のほ
か、研修事業や地域活性化事業などを手掛けている。
代表的なイベントとして、「海遊館と亡客船」（2014・
海遊館)、「大海賊キャプテン・チャリウッド 秘密の
宝島」（2016・梅田茶屋町一帯）などがある。

～3歳からのキッチンデビュー～
親子でcooking!!“ウリのなかま”
～3歳からのキッチンデビュー～
親子でcooking!!“ウリのなかま”

糸状の果肉が特徴的なウリ科の夏野菜、そうめんかぼちゃを使った
お料理に挑戦してみましょう!
糸状の果肉が特徴的なウリ科の夏野菜、そうめんかぼちゃを使った
お料理に挑戦してみましょう!

協力　キッズお誕生日お祝い隊、社会福祉法人ゆうとおん、もりのこ商店＋（スクラップブッキング認定講師）

協力　浜松市楽器博物館、大阪音楽大学音楽博物館

どのプログラムも受付には原則、参加者ご本人がお並びください。

キッズプラザ 19 アニバーサリー！

10：00～16：00（最終受付15：30） ※プログラムにより異なる
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）・自由入場(混雑時は入場制限)
無料 ※一部有料のプログラムあり　　5階 キッズプラザホール他

ロビンさんのちいさな楽器あそびロビンさんのちいさな楽器あそび
ちいさな民族楽器を
ならして、
世界の音を楽しもう。

ちいさな民族楽器を
ならして、
世界の音を楽しもう。

あいちゃん・ゆうくんの誕生日をお祝いしよう♪

おいしいものを食べたりして、たのしくすごそう!

あいちゃん・ゆうくんの誕生日をお祝いしよう♪

おいしいものを食べたりして、たのしくすごそう!
あいちゃん・ゆうくんもみんなに会えることを楽しみにしているよ♪ 

親子でほっと、すきま時間。リズムに合わせて、
とんで、おどって♪カラダとなかよくなろう。
親子でほっと、すきま時間。リズムに合わせて、
とんで、おどって♪カラダとなかよくなろう。

KIDSリズム☆セッションKIDSリズム☆セッション
タイコをならそう、
自由にならそう!
みんなのビートを
合わせよう!

タイコをならそう、
自由にならそう!
みんなのビートを
合わせよう!

vol.9
7月27日（水）～8月3日（水）

vv
7月27日（水） 8月

のどうぐ 世界の楽器たちのどうぐ 世界の楽器たち音

7.23 8.31 （最終入場16：00）
10：00～16：30

7月23日（土）～8月31日（水）※特別プログラム実施日は除く
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
5階ホール前にて9：30から1日分の参加券を販売
5階 キッズプラザホール前

5階ホール前にて9：30から1日分の参加券を販売･配布　　5階 小さなかがくの研究所

①10：30～11：15 ②11：45～12：30
③13：00～13：45 ④14：15～15：00
各回10名　　500円

動物の皮や、木、ひょうたん。いろんな素材で
つくられた音の道具と楽器たちが大集合!
めずらしいウォータードラムも登場するよ。

動物の皮や、木、ひょうたん。いろんな素材で
つくられた音の道具と楽器たちが大集合!
めずらしいウォータードラムも登場するよ。

Sat Wed

昭和39年大阪府守口市にて創業した、フィギュア
業界のパイオニアにして世界屈指の造形集団。
代表的なヒット作品には、チョコエッグなどのおま
けフィギュア（食玩）があり、精巧なつくりと細や
かな彩色技術、リアルで躍動感あふれる作品は、
世代を超えてファンやコレクターも多く、国内外で
高い評価を得ている。

ぼくらのペーパー
ジオラマ

ぼくらのペーパー
ジオラマ

いろんな生き物の生態を考えながら、
みんなでジオラマを完成させよう!

いろんな生き物の生態を考えながら、
みんなでジオラマを完成させよう!
7月23日（土）～8月31日（水）
10：00～16：30（最終受付16：00）
200名・自由入場（混雑時は入場制限）
無料　　5階 キッズプラザホール前

海洋堂オリジナル!ティラノサウルスの
フィギュアを自分で着色して作ってみよう!
海洋堂オリジナル!ティラノサウルスの
フィギュアを自分で着色して作ってみよう!

協力　株式会社 龍遊館

世界でひとつ!世界でひとつ!
キミだけのジオラマを作ろう!

株式会社 龍遊館 スタッフ
8月6日（土） ①11：00～12：30 ②14：00～15：30
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴)・各回12名　　
1200円（材料費･道具の準備等含む)

海洋堂のフィギュアを使って、ストーリーを

スーパーサイエンストーク
丹波の恐竜とちいさないきものたちのおはなし
スーパーサイエンストーク
丹波の恐竜とちいさないきものたちのおはなし
池田 忠広さん
（兵庫県立人と自然の博物館 研究員･兵庫県立大学 特任助教）
8月20日（土） 
①11：00～11：30 ②13：00～13：30 ③14：00～14：30
小学生・各回15名　　無料

物品協賛　東洋シール株式会社 紙の世界事業部
協　　力　株式会社 海洋堂、はんこLabo（by木魚 きりん)

回して不思議!くるくる☆アニメーション♪回して不思議!くるくる☆アニメーション♪
アニメはどうやってできているんだろう?
みんなの絵がいきいき動く、アニメづくりにチャレンジしよう☆
アニメはどうやってできているんだろう?
みんなの絵がいきいき動く、アニメづくりにチャレンジしよう☆

びんの中のちいさな世界
～とうめいじぇるの魔法～
びんの中のちいさな世界
～とうめいじぇるの魔法～

7月28日（木）・8月4日（木）・25日（木）
①10：30～11：15 ②11：30～12：15 
③13：30～14：15 ④14：30～15：15 ⑤15：30～16：15
小学生以上・各回15名　　300円 

8月10日（水）･23日（火） 
①11：00～11：50 ②14：00～14：50
小学生以上・各回15名　　500円

すごい!フィギュアが浮いている!?不思議な
ジェルで、自分だけの世界をつくっちゃおう☆
すごい!フィギュアが浮いている!?不思議な
ジェルで、自分だけの世界をつくっちゃおう☆

色が変わった!?ブドウジュースが魔法の粉で大変身!
科学の「ふしぎ」を体験しよう!!
色が変わった!?ブドウジュースが魔法の粉で大変身!
科学の「ふしぎ」を体験しよう!!

まぜるとどうなる?いろいろ色の
ラボラトリーへあそびにおいで! 
まぜるとどうなる?いろいろ色の
ラボラトリーへあそびにおいで! 

7月23日（土）～8月28日（日）（毎週/木･土･日･祝）
※7/30(土)は除く･8/15（月）は実施
①10：30～11：30 ②13：00～14：00 ③15：00～16：00
4歳～小学生・各回20名 ※各回開始30分前から先着順で参加券を販売
（8/13･14･15は9：30より先着順で1日分の参加券を販売）
400円　　4階 パーティーキッチン

7月9日（土）～
9月2日（金）9：30～17：00
（土･日･祝･8月中は19：00まで）
どなたでも・自由入場
無料　　4階 ライブラリー

ヒンヤリおいしいシャーベット作り
暑さを吹っ飛ばそう!
ヒンヤリおいしいシャーベット作り

いろ・色・ラボラいろ・色・ラボラ

絵本や図鑑で「科学」の
ふしぎを見つけよう。
絵本や図鑑で「科学」の
ふしぎを見つけよう。

科学のふしぎ
絵本特集
科学のふしぎ
絵本特集

7月16日（土）～10月16日（日）
どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）　　3階 創作工房
【土日祝＆夏休み】 各回15名 ※先着順で受付
①10：30～ ②11：30～ ③12：30～ ④13：30～
⑤14：30～ ⑥15：30～ （各回50分）
【平　日】 各回20名(混雑時は入場制限)
10：30～15：50
※40分ごとに先着順で受付 ※火曜は除く

キッズプラザ 19 アニバ サリー！

7/9
（土）

親子あそび
の時間

～おいしく学ぶ旬のたべもの～
ウリ科の野菜でお料理しよう!
～おいしく学ぶ旬のたべもの～
ウリ科の野菜でお料理しよう!

細い果肉がたっぷり詰まった
そうめんかぼちゃ、きゅうりなど、
ウリ科の野菜を味わおう!

細い果肉がたっぷり詰まった
そうめんかぼちゃ、きゅうりなど、
ウリ科の野菜を味わおう!

～8月5日は親子丼の日～
親子でたまごクイズラリー
～8月5日は親子丼の日～
親子でたまごクイズラリー

ラリー修了者にはたまごをプレゼント♪ラリー修了者にはたまごをプレゼント♪

主催　関西鶏卵流通協議会　　協力　大阪府食鳥肉販売業生活衛生同業組合

8月5日（金）9：30～18：00（最終受付17：00）
どなたでも・500組（1組は大人1名と子ども3名まで）※定員に達し次第終了
【当日募集】1階入口で9：30からラリーカードを配布
無料　　全館

～8月5日は親子丼の日～
親子で親子丼を作ろう!
～8月5日は親子丼の日～
親子で親子丼を作ろう!

8月5日は親子丼の日!親子で楽しく
親子丼をつくりましょう!
卵や鶏肉についても学べちゃう♪
素敵なおみやげもありますよ。

8月5日は親子丼の日!親子で楽しく
親子丼をつくりましょう!
卵や鶏肉についても学べちゃう♪
素敵なおみやげもありますよ。

7 00）

個人情報の取扱い、苦情及びご相談に関するお問合せ先
一般財団法人大阪市教育振興公社　　個人情報保護管理者　総務課長　宛　
Tel：06-4963-2527（月～金10：00～17：00）

※ご記入いただきました個人情報は、ワークショップ参加に
　関するご連絡のためにのみ使用いたします。

往復ハガキに必要事項を
記入しご応募ください。

必要事項

ご記入いただきました個人情情報は クシ プ参加に情報

大
阪
府
大
阪
市
北
区
扇
町
2-

1-

7

 

キ
ッ
ズ
プ
ラ
ザ
大
阪

「
○
○
プ
ロ
グ
ラ
ム
名
」 

係

①住所
②名前（ふりがな）
③年齢
④学年
⑤当日連絡がつく電話番号
⑥利き手（右･左）
⑦アレルギーの有無
⑧子どもの人数
　（親子で親子丼を作ろう!
　&親子でcooking!!
　“ウリのなかま”）
⑨希望の回
　（親子で親子丼を作ろう!）

お申込方法

10：00～16：30（最終受付16：00）
100名（混雑時は入場制限）　　200円

恐竜たちが
くらしていた時代

はるか1億1千年前の
いきものたちを
感じてみよう!

恐竜たちが
くらしていた時代

はるか1億1千年前の
いきものたちを
感じてみよう!

恐竜たちが
くらしていた時代

はるか1億1千年前の
いきものたちを
感じてみよう!

料理は科学!?

自由研究応援!自由研究応援!

エメ スズキさん（ダンサー）　   
7月1日（金） ①13：00～13：30 ②14：00～14：30
就学前の子どもとその保護者・
自由入場（混雑時は入場制限）
無料　　4階 ピーカーブー 

ロビン・ロイドさん
（民族楽器演奏家）　   
8月2日（火）
①11：30～12：00 
②14：30～15：00
※各回開始15分前から開場

ロビン・ロイドさん
（民族楽器演奏家）　   
8月2日（火）
①11：30～12：00 
②14：30～15：00
※各回開始15分前から開場

まこっちゃん
（バチコンドー）　   
8月3日（水）
13：00～16：00
※途中30分休憩

まこっちゃん
（バチコンドー）　   
8月3日（水）
13：00～16：00
※途中30分休憩

坂本 廣子さん（料理研究家）　
7月30日（土）10：30～12：00
3歳～6歳の子どもとその保護者
10組（1組は大人1名と子ども3名まで）
1組800円　　4階 パーティーキッチン
7月15日（金）必着（定員に達し次第締切）
そうめんかぼちゃのカルボナーラ風・かぼちゃの冷製ポタージュ

5階 キッズプラザホール他

10：30～16：30 
どなたでも・自由入場　　5階 多文化ひろば

5  3  0  0  0 2 5

いきもの
ジオラマノート
海洋堂フィギュアシールをつかって、
キミだけのいきもの図鑑ノートを作ろう!
海洋堂フィギュアシールをつかって、
キミだけのいきもの図鑑ノートを作ろう!

恐竜のフィギュア
制作ワークショップ
恐竜のフィギュア
制作ワークショップ

坂本 廣子さん（料理研究家）
7月30日（土）13：30～15：30
5歳～小学生・30名
500円　　4階 パーティーキッチン
7月15日（金）必着（定員に達し次第締切）
そうめんかぼちゃ汁・塩かぼちゃの煮物・きゅうりの酢の物

料理は科料理は科

謎の惑星“フィギュアスター”には、
地球上のまぼろしの秘宝が眠っているらしい。
手がかりは、謎の石版。現在・過去・未来を
タイムトリップして、秘宝を探し出せ。

さぁ、この夏は、キミも“サイエンス・ヒーロー”だ!

つくって・

まなぶ!
つくって・

まなぶ!

完成した
フィギュア

を

写真撮影
できる

セットも
あるよ!

完成した
フィギュア

を

写真撮影
できる

セットも
あるよ!

ノートノート

企画展限定!企画展限定!

主催　関西鶏卵流通協議会　　協力　大阪府食鳥肉販売業生活衛生同業組合

色の実験してみよう!色の実験してみよう!

どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）
800名（混雑時は入場制限･定員に達し次第終了）
無料

を
タタタ
手
タ

5階 キッズプラザホールで開催5階 キッズプラザホールで開催

券を販売 配布　　5階 小さなかが

ろうろろう!

00 15 30

をを

内尾 彰子さん（キッズキッチン協会認定 シニアインストラクター）
8月5日（金） ①10：30～11：30 ②13：00～14：00 ③15：00～16：00
4歳以上の子どもとその保護者
各回10組（1組は大人1名と子ども2名まで）
無料　　4階 パーティーキッチン
7月20日（水）必着（定員に達し次第締切）

の惑星“フィギュアス謎の謎謎の謎

：30
謎謎
地地だ!だ!
謎謎謎謎

恐竜･昆虫･動物･海洋生物など
2000個以上の海洋堂のおまけ
フィギュアが大集合!
フィギュアをつかって、あらゆる
地球の不思議を解き明かそう!
キッズプラザ大阪×海洋堂が初コラボ
した、新感覚な謎解きイベントです。

恐竜･昆虫･動物･海洋生物など
2000個以上の海洋堂のおまけ
フィギュアが大集合!
フィギュアをつかって、あらゆる
地球の不思議を解き明かそう!
キッズプラザ大阪×海洋堂が初コラボ
した、新感覚な謎解きイベントです。

日時マーク説明 対象・人数 場所 参加費 申込方法 締切 講師 出演 メニュー


