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Press Release 

 

2021 年7 月31 日（土）～8 月22 日（日）開催 

 キッズプラザ大阪では、2021年 7月 31日（土）から 8月 22日（日）まで、夏の企画展 2021「キッズ

流 忍者✧大作戦 夏の陣～今を生きぬく力をきわめるのじゃ！～」を開催します。 

 この夏はキッズプラザ大阪全館で“忍者になりきれる”イベントを盛り沢山実施します。仕掛けがいっぱいの

「からくり忍者屋敷めいろ」や、手裏剣打ち・忍者のサバイバル術が体験できる「こども忍者修行道場」が登場！ 

そのほか、忍者の心得“心・技・体”を極めることのできる大人気ワークショップ「ジャカジャカ忍者」、みんな

一緒に楽しめる本格的な「忍者ショー」も期間限定で開催します。 

また、自由研究にぴったりな忍者工作教室も 4 種を日替わりでほぼ毎日実施するなど、就学前のお子さまから大

人まで、作って、遊んで、楽しめる！「忍者」をテーマとした全 19種類のイベントやプログラムが勢揃いです。 

 是非、貴媒体でご紹介いただければ幸いです。 

【ココがポイント！！】 

【ねらい】「忍者」をテーマに、キッズプラザ大阪全館で忍者プログラムを楽しむことが出来ます。 

忍者の知識や知恵を遊びながら楽しく学べることで、子どもたちに“生きる力”を育む機会を提供します。 

【遊 ぶ】大型段ボール迷路“からくり忍者屋敷めいろ”をはじめ、手裏剣打ちなどが体験できる 

「こども忍者修行道場」が登場します。就学前のお子さまから大人まで一緒にお楽しみいただけます。 

【作る・学ぶ】夏休みの自由研究に活用できる工作を 4種類実施し、科学的な実験要素を取り入れた創作的なワーク 

ショップを実施します。忍者の知識にも触れることができる内容です。 ※写真はイメージです 

 

お問い合わせ 

特設サイト https://www.kidsplaza.or.jp/assets/files/event_2021summer.pdf（随時更新） 

〒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
かささく

・青木
あおき

・木村
きむら

・庄野
しょうの

  kouhou@kidsplaza.or.jp 
☎ 06-6311-6601   FAX 06-6311-6605   https://www.kidsplaza.or.jp/ 
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ジャカジャカ忍者 忍者ショー からくり忍者屋敷めいろ体験 自由研究 あぶり出しの術 

※ワークショップ ※ワークショップ 

https://www.kidsplaza.or.jp/assets/files/event_2021summer.pdf
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概要 

夏の企画展 2021 

キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 

～今を生きぬく力をきわめるのじゃ！～ 

紹介文 集まれ！キッズ忍者たち！サバイバル術に長けた、忍者の知恵を学びながら生きぬく力を

身につけよう！頭とカラダを動かして楽しく修行にチャレンジ♪自由研究にぴったりな忍者工

作教室も登場。きみは一人前の忍者になれるかな？ 

開催日 2021 年 7月 31日（土）～8月 22日（日） 

場所 全館 

申込方法 当日募集 

料金 無料～500円（入館料別） 

後援 大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、大阪市北区、天神橋筋商店連合会（1,2,3 丁

目） 

協力 忍者堂、伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ実行委員会、一般社団法人 伊賀上野観光協会 伊賀

流忍者博物館 

展示デザイン 株式会社こふれ 

特設サイト https://www.kidsplaza.or.jp/assets/files/event_2021summer.pdf（随時更新） 

特にオススメ夏の企画展イベント一覧 

企画展実施日 2021年 7 月 31 日（土）～8 月 22 日（日） 

◆キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連イベント他◆ 

【こ ど も 忍 者 修 行 道 場】7月 31日（土）～8月 22日（日）の毎日 

                      ※8月 6日～8日、8月 12日～15日、8月 18日～22日は 

特別イベント開催のため、キッズプラザホール前のみ実施 

【ジ ャ カ ジ ャ カ 忍 者】8月 6日（金）・ 7日（土）・12日（木）13日（金） 

20日（金）・21日（土） 

【忍 者 シ ョ ー】8月 8日（日）・14日（土）・15日（日）・22日（日） 

【からくり忍法  つなわたりの巻】8月 18日（水） 

【  】8月 19日（木） 

◆自由研究✧シノビまなび堂◆ 

【忍法 あぶり出しの術】7月 31日（土）～8月 17日（火）のうち 10日間 

【忍法 おどろき盤の術】8月 6日（金）～8月 8日（日） 

【忍法 しゃぼん玉の術】8月 13日（金）～8月 15日（日） 

【忍法 墨ながしの術 】8月 20日（金）～8月 22日（日） 

【忍者の心得“心・技・体”が体験できるプログラムがいっぱい！】 

… 強くて優しい心、コミュニケーション力 

… 生きる知恵や技術力を磨く 

… 元気な体づくり 

関 西 テ レ ビ ア ナ ウ ン サ ー に よ る 

か み し ば い の じ か ん 

https://www.kidsplaza.or.jp/assets/files/event_2021summer.pdf
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 

こども忍者修行道場 

紹介文 しかけ扉やどんでん返し、行き止まりには落とし穴！？しかけがいっぱいのからくり忍者屋敷

めいろに挑戦しよう！こども忍者修行道場では、手裏剣打ち、方位や時間をよむ力、忍者

の歩き方など、忍者が使っていたといわれるサバイバルの知恵が学べるよ！修行の中にちり

ばめられた“心・技・体”の秘密を探るでござる✧ 

開催日 2021 年 7月 31日（土）～8月 22日（日） 

※8 月 6 日～8 日、8 月 12 日～15 日、8 月 18 日～22 日は特別イベント開催のため、

キッズプラザホール前のみ実施 

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） 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連イベント 

ジャカジャカ忍者 

～コロナに負けないの術～ 

紹介文 忍者のお仕事や忍者道具の使い方などを学びながら、立派な忍者を目指すでござる！忍

者修行を通して自分でできた！を味わおう☆今日からきみも忍者の仲間入りじゃ！ 

（子どもが遊びながら実践できる、新型コロナ感染対策にもいかせる、当館オリジナルのワー

クショップです。） 

開催日 2021 年 8月 6日（金）・8月 7日（土） 

8 月 12日（木）・8月 13日（金） 

8 月 20日（金）・8月 21日（土） 

時間 10:30～11:10 

12:30～13:10 

13:30～14:10 

14:30～15:10 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 4 歳～小学生（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回先着 20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 9:30から 1日分の参加券を配付 

料金 無料（入館料別） 

協力 忍者堂 



4 

 

 

 

3 

キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連イベント 

忍者ショー 

～秘伝の巻物を守るのじゃ！の巻～ 

紹介文 「みんなが元気になる忍術」が書かれた巻物を守るかっこいい忍者たち✧きみたちも一緒に

忍術をあやつって大切なひとに秘伝の忍術をつたえよう！ 

（子どもが遊びながら実践できる、新型コロナ感染対策にもいかせる、当館オリジナルの参

加型の忍者ショーです。） 

開催日 2021 年 8月 8日（日）・8月 14日（土） 

8 月 15日（日）・8月 22日（日） 

時間 10:30～11:00 

13:00～13:30 

14:30～15:00 

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） 

定員 各回先着 50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 9:30から 1日分の参加券を配付 

料金 無料（入館料別） 

出演 忍者堂 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連イベント 

こどもの街でかげーる忍者★分身の術 

紹介文 きみの分身をつくるでござる！ 

ひかりをつかうと☆彡あらあらふしぎ！ 

「4F こどもの街」のいろんなところにあらわれる！ 

さあ、かげーる忍者に挑戦しよう！ 

開催日 2021 年 7月 31日（土）・8月 22日（日） 

時間 11:00～12:00 

13:30～14:30 

15:00～16:00 

場所 4F こどもの街 

対象 3 歳以上（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回先着 6名（同伴保護者は 1名まで参加可） 

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 9:30から 1日分の参加券を配付 

料金 無料(入館料別） 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連イベント 

関西テレビアナウンサーによる かみしばいのじかん 

～忍者の巻～ 

紹介文 関西テレビのアナウンサーさんが、キッズプラザ大阪にドロンと登場！みんなで一緒に忍者

の紙芝居を楽しもう♪ 

 

※本プログラムは状況により休止、または出演者が変更になる場合があります 

開催日 2021 年 8月 19日（木） 

時間 11:30～11:55 

13:30～13:55 

14:30～14:55 

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） 

定員 各回先着 30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 9:30から 1日分の参加券を配付 

※原則、代表者がお並びください 

料金 無料（入館料別） 

協力 関西テレビ放送株式会社 

出演 関純子、藤本景子（関西テレビアナウンサー） 

 

 

 

 

6 
キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連イベント 

からくり忍法 つなわたりの巻 

紹介文 からだを使って、からくり忍者を動かそう！ 

敵に気づかれず、からくり忍者の綱渡りを成功させよう！！写真はイメージです。 

開催日 2021 年 8月 18日（水） 

時間 10:00～12:00（最終受付 11:40） 

13:00～16:00（最終受付 15:40） 

※体験時間 約 10分、随時開催 

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） 

定員 各回 5名程度 

申込方法 当日募集 

受付方法 自由入場 

※原則、参加者ご本人がお並びください 

料金 無料（入館料別） 
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自由研究✧シノビまなび堂 

忍法 あぶり出しの術 

～ヒミツの巻物を作るのじゃ！～ 

紹介文 オレンジジュースや豆乳で絵や字を書くと・・・真っ白な紙から、ヒミツの暗号が浮かび上が

る！？不思議な巻物を作ってみよう♪ 

 

※作ったものはお持ち帰りいただけます※オレンジジュース、豆乳を使用します。アレルギー

のあるお子様のご参加はご遠慮ください 

開催日 2021 年 7月 31日（土）～8月 4日（水） 

8 月 9日（月・振休）～8月 11日（水） 

8 月 16日（月）・8月 17日（火） 

時間 11:00～11:40 

13:00～13:40 

14:30～15:10 

場所 4Fパーティーキッチン 

対象 4 歳以上（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回先着 10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 9:30から 1日分の参加券を販売 

※原則、代表者がお並びください 

料金 300 円（入館料別） 
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自由研究✧シノビまなび堂 

忍法 おどろき盤の術 

～アートな科学なのじゃ！其の一～ 

紹介文 西方の分身の術！？アニメーション入門にちょうせんしよう。 

とまっている絵を動いているようにみせる、フェナキスティスコープ（おどろき盤）というしくみを

作るよ。 

 

※作ったものはお持ち帰りいただけます 

開催日 2021 年 8月 6日（金）～8月 8日（日） 

時間 11:00～11:40 

13:00～13:40 

14:30～15:10 

場所 4Fパーティーキッチン 

対象 小学生以上（小学 1・2年生の子どもは保護者同伴、付き添いの保護者は 1名まで） 

定員 各回先着 10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 9:30から 1日分の参加券を販売 

※原則、代表者がお並びください 

料金 500 円（入館料別） 
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自由研究✧シノビまなび堂 

忍法 しゃぼん玉の術 

～アートな科学なのじゃ！其の二～ 

紹介文 「しゃぼん玉」をつくって忍術修行をするぞ。 

つくったバブルアートに忍術ライトをあてると 

ふしぎなことがおこるのじゃ！ 

 

※作ったものはお持ち帰りいただけます 

開催日 2021 年 8月 13日（金）～8月 15日（日） 

時間 11:00～11:40 

13:30～14:10 

15:00～15:40 

場所 4Fパーティーキッチン 

対象 4 歳以上（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回先着 5組（1組は大人を含めて 6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 9:30から 1日分の参加券を販売 

※原則、代表者がお並びください 

料金 子ども 1名につき 500円（入館料別） 
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自由研究✧シノビまなび堂 

忍法 墨ながしの術 

～アートな科学なのじゃ！其の三～ 

紹介文 忍者が活躍していた時代にニュートンという人がいたよ。色のいろんな不思議をニュートンの

円盤（回転混色）というしくみを使って見てみよう。 

円盤に墨流しでカラフルなもようを作ってクルクルまわすと、、、何がおこるかな！？ 

 

※作ったものはお持ち帰りいただけます 

開催日 2021 年 8月 20日（金）～8月 22日（日） 

時間 11:00～11:40 

13:00～13:40 

14:30～15:10 

場所 4Fパーティーキッチン 

対象 4 歳以上（就学前の子どもは保護者同伴、付き添いの保護者は 1名まで） 

定員 各回先着 10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 9:30から 1日分の参加券を販売 

※原則、代表者がお並びくだください 

料金 500 円（入館料別） 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連プログラム 

からくりカード★つくるでござる！ 

紹介文 ふしぎなからくりカードをつくって、 

みなの衆を楽しませる術を身につけるべし！ 

開催日 2021 年 7月 18日（日）～8月 22日（日） 

毎週/水・金・日 

※7月 21日(水）は除く 

時間 10:40～11:20 

11:50～12:30 

13:50～14:30 

15:00～15:40 

場所 3F創作工房 

対象 3 歳以上（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回先着 12名（同伴保護者は 1名まで入室可） 

申込方法 当日募集 

受付方法 実施場所にて 9:30から 1日分の参加券を配付 

※創作工房前設置の参加券ホルダーから【ご希望の回の参加券】をお取りください。 

料金 無料(入館料別） 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連プログラム 

ニンニンピック 

名物！からだコーナーをめぐるスタンプラリー 

紹介文 5Fからだコーナー名物！スタンプラリー夏の陣がはじまるよ。 

4つのあそびをクリアして勇気のしるし「ニンニンメダル」を手にいれよう。 

開催日 2021 年 7月 21日（水）～9月 5日（日） 

時間 10:00～16:00（最終受付 15:45） 

場所 5Fからだコーナー 

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 

※直接会場へお越しいただき、5F からだコーナー入口にあるスタンプラリーのワークシートを

とって入場してください 

料金 無料（入館料別） 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連プログラム 

デジタル忍法 - 念力でラジコンを動かすのじゃ！ 

紹介文 まるで忍法のようなデジタル技術を体験しよう！！ 

身振り手振りで、ラジコンカーを動かしてみよう！ 

 

※コンピューター工房のワークショップは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、換

気の整った「デジタル体感ひろば アクア」コーナーへ場所を移して実施しています。 

開催日 2021 年 7月 22日（木）～8月 22日（日） 

毎週/木・土・日 

※8月 9日（月・振休）は実施 

時間 10:00～12:00（最終受付 11:45） 

13:00～16:15（最終受付 15:50） 

場所 3Fデジタル体感ひろばアクア 

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 

※混雑時は入館制限あり  

※原則、参加者ご本人がお並びください 

料金 無料（入館料別） 
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キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連プログラム 

にんにん！リポーター体験 

～ドロロン忍者の巻～ 

紹介文 クロマキー合成されるバーチャルスタジオで、ニュース番組をつくってみよう！ 

忍者✧大作戦だけのオリジナル原稿も登場するよ。 

みんなもリポーターさんになって忍者のひみつを伝えてみよう！ 

大人も子どももみんなでにんにん！ 

 

【感染対策のためのお知らせ】 

1．必ずマスクの着用をお願いします。 

2．キャスター、技術体験はできません。 

※本プログラムは状況により休止または開催時間を短縮する場合があります。ご了承くださ

い。 

開催日 2021 年 7月 31日（土）～8月 22日（日） 

時間 10:00～12:00（最終受付 11:55） 

13:00～16:15（最終受付 16:10） 

場所 5Fわいわいスタジオ 

対象 どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴） 

定員 各回 3名まで 

申込方法 当日募集 

受付方法 実施場所にて 10:00から受付 

※混雑時は入場制限あり 

料金 無料（入館料別） 
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15 
キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連プログラム 

忍者の道具って、どんなんじゃ？ 

紹介文 手裏剣、まきびし、方位磁石、、、。忍者が使っていた道具がやってくる！※一部、本物あり 

開催日 2021 年 7月 31日（土）～8月 22日（日） 

時間 9:30～16:30 

場所 5F多文化ひろば および 自然コーナー 

対象 どなたでも 

申込方法 当日募集 

受付方法 自由入場 

料金 無料（入館料別） 

協力 一般社団法人 伊賀上野観光協会 伊賀流忍者博物館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 関連プログラム 

忍者どうくつ 

紹介文 「修行フォトスポット」「忍者の道具って、どんなんじゃ？」「星空トンネル修行」の自由にあそ

べる３コーナーがおめみえ！※一部、本物あり 

開催日 2021 年 7月 31日（土）～8月 22日（日） 

時間 9:30～16:30 

場所 5F自然コーナー 

対象 どなたでも 

申込方法 当日募集 

受付方法 自由入場 

料金 無料（入館料別） 

協力 一般社団法人 伊賀上野観光協会 伊賀流忍者博物館、忍者堂 
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17 

キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 プレイベント 

ちびっこにんじゃあそび 其の一 

おやこで忍術「からだあそび」の巻 

紹介文 忍者になってピョーンとジャンプ！体を動かして遊んだあとは、、、ぬき足、さし足、しのび

足。 

さいごに忍者走りを練習したら、キッズプラザ大阪で大人気の展示物「ダッシュ！」をつかっ

て、なりきりかけっこだ。 

しのびの走る速さを感じられるかな？ 

開催日 2021 年 7月 16日（金） 

時間 14:00～14:30 

場所 5Fキッズプラザホール前 

対象 2～5歳の子どもとその保護者 

定員 先着 6組（1組は大人 1名、子ども 2名まで） 

申込方法 当日募集 

受付方法 実施場所にて 30分前から参加券を配付 

料金 無料（入館料別） 

 

 

 

18 

キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 プレイベント 

ちびっこにんじゃあそび 其の二 

星空トンネルで忍者修行「光る糸くぐり」の巻  

紹介文 キッズプラザ大阪の星空トンネルで 

光る糸を使って星々をつないでみよう。 

どんな星座がうまれるかな？生まれた星座の中を 

忍者のようにくぐりぬけたり、またいでみたり、、、 

さあ！忍者修行にチャレンジしよう。 

開催日 2021 年 7月 21日（水） 

時間 14:00～14:30 

場所 5Fキッズプラザホール前他 

対象 3～6歳の子どもとその保護者 

定員 先着子ども 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 10分前から受付 

料金 無料(入館料別） 
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19 

キッズ流 忍者✧大作戦 夏の陣 プレイベント 

ちびっこにんじゃあそび 其の三 

科学あそびでござる「回転混色玉づくり」の巻 

紹介文 忍者が活躍していた時代にニュートンという人がいたよ。 

色の不思議をニュートンの回転混色というしくみを使って見てみよう。 

回転混色玉をつくってみんなで大きな円盤の上でまわしたら... 

あたらしい術を発見できるかな。 

開催日 2021 年 7月 25日（日） 

時間 11:00～11:30 

場所 5F キッズプラザホール前他 

対象 3～6歳の子どもとその保護者 

定員 先着 10組 

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 30分前から参加券を配付 

料金 無料（入館料別） 

 

 

 

 

 

 

《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  9：30～16：30 （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 600 

 

 

当事業は、『大阪市就学前教育カリキュラム“知・徳・体”』をバランスよく総合的に養うことができ、 

子どもたちの“生きる力”を育む体験ができます。 

※写真はイメージです 


