
春休みからGW は

“抗菌処理したダンボール遊具”が 6種類登場︕
親子で安心安全な屋内あそび空間へ

キッズプラザ大阪では、2021 年 3 月 20 日（土・祝）から 5 月 5 日（水・祝）まで、春・GW の企画展 2021 「第 2 弾︕
あそべるダンボール展」を開催します。
当企画展は 2020 年冬の企画展に開催したもののリバイバルとして実施し、前半は創造力を生かして思いきり　
オリジナル作品を作れる“●▲■パズルコーナー”や秘密基地で絵本を読んでいるような“絵本コーナー”など、
子どもの感性を刺激する展示ラインナップとなっています。後半 4月 13 日 (火)からは "謎解きダンボール迷路 "
も登場。ストーリー仕立ての迷路は幼児から小学生までお楽しみいただけます。
期間中の週末は 4日間限定で、ダンボール素材の特性を活かした工作ワークショップも開催。ぶんぶんと音が鳴る
“飛行機づくり”や自分で走らせる“キャタピラづくり”など、自分だけのおもちゃや乗り物が作れる特別イベントも
実施しますので、この機会に貴媒体にてご紹介いただけましたら幸いです。

イベント

ココがポイント︕
▼ ダンボール遊具には、抗菌剤を散布・定着させ、
また、大人が乗っても丈夫な強化ダンボールを使用
し、子どもも大人も安心安全に遊んでいただけます。

▼ アナログな遊びを通して、創造力やコミュニケー
ション力を育むことができます。また、思いきり身体を
動かして楽しめる遊び空間となっており、家庭では再
現できない子どもの「やってみたい！」を叶える場を提
供します。

▼ 子どもにとって身近な生活にあるダンボール。エコ
ロジー素材を使用し、子どもたちへの環境問題につい
て関心を持ってもらう機会とします。また牛乳パック
を再利用した “ミルダン” を積極的に使い、環境に配慮
した企画展を目指します。

工作

ワークショップも

週末開催

●▲■パズルコーナー

絵本コーナー 迷 路 (4/13～) ゴーカート
ワークショップ
ぶんぶん飛行機

春・GWの企画展2021「第２弾︕あそべるダンボール展」
※ダンボール迷路は 4 月 13 日（火）から　

3 月27日（土）　　　ぶんぶん飛行機

4 月 3日（土）　　　ダンボール　コロコロ遊び、　ぶんぶん飛行機

4 月11日（日）　　 ぶんぶん飛行機

5 月 5日（水・祝）　　　ダンボール　キャタピラ、　ぶんぶん飛行機

期間限定イベント
ダンボール

ワークショップ

毎日イベント 3 月 20 日（土・祝）～
　5 月 5 日（水・祝）

お問い合わせ

〒530-0025　大阪市北区扇町 2－1－7　キッズプラザ大阪

広報担当　笠作・青木・木村　　kouhou@kidsplaza.or.jp　 
☎06-6311-6601　FAX 06-6311-6605　https://www.kidsplaza.or.jp
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遊びだしたら止まらない！ 

くるくるスライダー 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親子で遊んで 
コミュニケーション！ 

もぐらドーム 

 

5/5（水・祝）  
ダンボール キャタピラ 

 

 

 

4/3（土）  
ダンボール コロコロ遊び 

 

ダンボール遊具（毎日） 

ダンボール ワークショップ（期間限定） 

創造力を生かして 
思いきりオリジナル作品が作れる 

●▲■パズルコーナー 

０歳から楽しめるゴーカート 

【4/13（火）～】就学前の子どもたちも楽しめる！ 
キッズプラザ王国の謎解き 

ダンボール迷路 

まるで秘密基地のような 
絵本コーナー 

 

3/27（土） 4/3（土） 4/11（日） 5/5（水・祝） 

ぶんぶん飛行機 
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タイトル 
「第 2弾！あそべるダンボール展」ワークショップ 

ぶんぶん飛行機 

紹介文 ぶんぶんと音の鳴る「ぶんぶん飛行機」をつくるよ！きみの飛行機はどんな音が聞こえる

かな？ ※写真はイメージです 

開催日 2021 年 3月 27日（土） 、4月 3日（土）、4月 11日（日）、5月 5日（水・祝） 

時間 3 月 27日（土） 、4月 11日（日） は 

10:00～12:00（最終受付 11:45）、13:00～15:30（最終受付 15:15） 

4 月 3日（土）、5月 5日（水・祝） は 14:30～15:30（最終受付 15:15） 

※体験時間約 15分 

※4月 3日（土）は、ワークショップ「ダンボール コロコロ遊び」が終了後に実施 

5月 5日（水・祝）は、ワークショップ「ダンボール キャタピラ」が終了後に実施 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴） 

申込方法 当日募集 

受付方法 5Fキッズプラザホールにて各回開始時間より随時受付 

※混雑時は入場制限あり 

料金 300 円（入館料別） 

協力 株式会社こふれ 

 

タイトル 
「第 2弾！あそべるダンボール展」ワークショップ 

ダンボール コロコロ遊び 

紹介文 まーるい部品をころがすと、くるくるいろんな柄が見えてくる！どんなデザインがおもしろい

かな？ダンボールおもちゃを手作りしてみよう☆ 

※写真はイメージです 

開催日 2021 年 4月 3日（土） 

タイトル 
春・GW企画展 2021 

第 2弾！あそべるダンボール展 

紹介文 ゴーカートやパズルやすべり台などのダンボール遊具で、めいっぱい身体を動かして遊ぼ

う☆ダンボールについても学べるよ。子どもも大人も、ダンボールの王国へレッツゴー！！ 

※写真は感染対策前のイメージ画像です 

開催日 2021 年 3月 20日（土・祝）～5月 5日（水・祝） 

※4月 12日（月）、4月 19日（月）は休館日のため除く 

時間 10:00～16:00（最終受付 15:30） 

場所 5Fキッズプラザホール・ホール前 

対象 どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴） 

申込方法 当日募集 

受付方法 自由入場※混雑時は入場制限あり 

料金 無料（入館料別） 

協力・展示デザイン 株式会社こふれ 

URL https://www.kidsplaza.or.jp/program/2021/03/000577 
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時間 11:00～11:30、13:30～14:00 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 5歳以上（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回先着 6名 

申込方法 当日募集 

受付方法 5Fキッズプラザホール前にて各回開始 30分前から 

参加券を販売 

料金 800 円（入館料別） 

協力 株式会社こふれ 

 

 

タイトル 
「第 2弾！あそべるダンボール展」ワークショップ 

ダンボール キャタピラ 

紹介文 自分のからだをつかってズンズン進む「キャタピラ」をつくるよ♪どんな風にできるかな？つ

くったキャタピラを使って遊んでみよう！ ※写真はイメージです 

開催日 2021 年 5月 5日（水・祝） 

時間 11:00～11:30、13:30～14:00 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 5歳以上の子どもとその保護者 

定員 各回先着 6組（1組は大人 1名、子ども 1名まで） 

申込方法 当日募集 

受付方法 5Fキッズプラザホール前にて各回開始 30分前から 

参加券を販売 

料金 1組 1200 円（入館料別） 

協力 株式会社こふれ 

 

 

《参考》 

 住 所  〒530-0025 大阪市北区扇町 2－1－7 

 電 話  06-6311-6601 

 F A X  06-6311-6605 

 ホ ー ム ペ ー ジ  https://www.kidsplaza.or.jp 

 開館時間  9：30～17：00 （入館券の発売は閉館 45分前まで）  

 休 館 日  第 2・3月曜日（ただし、祝日の場合翌日）、8月は第 4月曜日、 

年末年始（12月 28日～1月 2日）、臨時休館あり 

 入 館 料  大人 1,400 円 小・中学生 800円 幼児（3歳以上）500円 

 ア ク セ ス  Osaka Metro堺筋線 扇町駅下車 2号出口すぐ、ＪＲ大阪環状線 天満駅下車徒歩約 3分 

         阪神高速道路 12号守口線｢扇町｣｢南森町｣出口北へ約 600ｍ 

 

※開館時間の変更や、プログラムの延期または中止となる場合があります。最新情報はホームページをご

確認ください。 

 


