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参加者の声
【小学校 2 年生】
「ストーンペーパー・サバイバル折り紙キット」
を体験しました。
笛を作るのも鳴らすのも難しかったです。
うまく鳴らせるまで頑張りたいです。

【保護者の方】
「ペットボトルエコらんたん」に参加させていた
だきました。子どもは自分で作ることによって、
作品に愛着を持てているように感じました。
普段から防災を意識することは少ないので、作
品を一つの防災グッズとして今後、少しでも意
識してくれると嬉しいと思います。

開催イベントラインナップ
実施日　2019 年 7 月 27 日 ( 土 ) ～ 8 月 25 日 ( 日 )　
1.　ストーンペーパー・サバイバル折り紙キット
2.　ペットボトルエコらんたん
3.　ロープブレスレット　※8 月の土・日限定
4.　サバイバル迷路に挑戦︕　

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　宇佐﨑・木村・大本　　kouhou@kidsplaza.or.jp　 
☎06-6311-6601　FAX 06-6311-6605　https://www.kidsplaza.or.jp

うさざき きむら おおもと
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特設サイト https://www.kidsplaza.or.jp/event/2019/summer

サバイバル☆キッズ
～作って遊んで生きる力を身につけよう～

　キッズプラザ大阪では、2019 年 7 月 27 日 ( 土 ) ～ 8 月 25 日 ( 日 ) まで、「サバイバル☆キッズ～作って遊
んで生きる力を身につけよう～」を開催中です。
　ストーンペーパーでできたホイッスル・コップ・お皿、ソーラー電池を使ったペットボトルランタンなど当イ
ベント限定サバイバルキットが作れる工作ワークショップ 3 種類を実施します。また期間中、非常時に必要な知
識をクイズや暗号を解きながら学べる脱出ゲーム “サバイバル迷路” （ダンボール製）を常設しています。
　就学前の子どもから保護者までご家族一緒に参加いただけます。また身近な活動が “生きる力や知恵に活かせる”
と“気づくきっかけ”となるイベントになっておりますので、この機会に貴媒体でご紹介いただければ幸いです。

家族みんなで楽しく防災︕

2019 年 8 月 25 日（日）まで開催

ワークショップ会場
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【開催にあたって】 

家庭環境や社会環境が急激に変化する中、子どもたちにとって自ら考え、自ら行動する力「生きる力」が

必要とされています。「生きる力」を育むために、全国の小中学校の学習指導要領にも安全な日常生活を

送る基礎を育む安全教育が取り入れられている背景を踏まえ、当イベントでは、「サバイバル」をテーマに初

心者でも参加できる身近な野外活動体験を通して、子どもたちが楽しく遊びながら個性を生かして自主性を

養うことを目指し企画しました。 

また、“災害”に対する備えが今まで以上に必要となっている現代において、知識だけでなく、子どもたち

が自分で繰り返し体験した知恵や技を使い、もしもの時のために少しでも備え、自分の身を守ることができる

ようなきっかけとなればと思います。 

【  ≪注目ポイント≫ 

【ねらい】 「サバイバル」をテーマとし、子どもたち自身が身近な野外活動体験を通して生きる力、さらに災害などの非

常時に役立てる力を身につけることができる。 

【作る】夏休みの自由研究に活用できるような工作ワークショップ 3種類を提供し、生き抜く知恵や技を育み、未就学

児の子どもから保護者までご家族で体験できる。 

【知る・学ぶ】ダンボール迷路は、クイズや暗号を解きながら友だちや家族で協力しながら体験できるものとし、チーム

ワークの大切さも感じてもらう機会とする。 

 

◀サバイバル折り紙キット制作の様子 
▼ペットボトルエコらんたん 

▲サバイバル迷路 

◀ストーンペーパー・サバイバル折り紙キット（ホイッスル） 

 
迷路のクイズすべて解けて嬉しかった！（小学校 1年生） 
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概要 サバイバル☆キッズ ～作って遊んで生きる力を身につけよう～ 

紹介文 キッズプラザ大阪限定！ストーンペーパー(防水紙）で作るホイッスル・コッ

プ・お皿、ソーラー電池を使ったペットボトルランタンなど、アウトドアに使えるサ

バイバルキットを作ってみよう！クイズや暗号を解きながらゴールをめざす“サ

バイバル迷路”も登場！  

さぁ、この夏は、つくって、あそんで、みをまもる！きみも“サバイバルマスタ

ー”になろう！ 

開催日 2019年 7月 27日(土)～8月 25日(日) 

場所 5Fキッズプラザホール・ホール前 

料金 無料～500円 (入館料別) 

特設サイト https://www.kidsplaza.or.jp/event/2019/summer 

後援 大阪市教育委員会、大阪府教育委員会 

協力 大阪市立デザイン教育研究所 (サバイバルチーム＋株式会社

BCPJAPAN）、あべのタスカル（大阪市立阿倍野防災センター）、公益財団

法人 関西テレビ青少年育成事業団、一般社団法人 ガールスカウト大阪府

連盟、埼玉県防災学習センター、株式会社ビックバーンフーズ、日本食糧

新聞社 関西支社、株式会社 モンベル 

展示デザイン 株式会社 こふれ 
 

 

 

【 イベント ラインナップ 】 
 

 

1 ストーンペーパー・サバイバル折り紙キット 

紹介文 水に強い紙“ストーンペーパー”で、非常時に使えるホイッスルやコップ、お

皿を作ろう！折り紙のように折って遊んで、くりかえし使えます。 

開催日 2019年 7月 27日(土)～8月 25日(日) 

時間 10:30～16:30 (最終受付 16：00) 

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）  

定員 各日先着 100名 （混雑時は入場制限あり） 

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 

料金 300円 (入館料別) 
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2 ペットボトルエコらんたん 

紹介文 太陽の力でピカッと光るソーラー電池を使って、 

オリジナルのらんたんを作ろう！ 

開催日 2019年 7月 27日(土)～8月 25日(日) 

時間 10:30～11:30/12:30～13:30 

14:00～15:00/15:30～16:30 

場所 5Fキッズプラザホール・ホール前 

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 12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 

料金 500円 (入館料別) 

 

 

 

 

 

 

 

3 ロープブレスレット 

紹介文 アウトドアロープを使って、オリジナルのブレスレットを作ろう！丈夫で便利でお

しゃれ♪アウトドアのお出かけにぴったり！※画像はイメージ図です。 

開催日 2019年 8月 3日(土)～8月 25日(日) 毎週土･日 

時間 10:30～16:30 (最終受付 16：00) 

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）  

定員 各日先着 50名 （混雑時は入場制限あり） 

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 

料金 300円 (入館料別) 
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4 サバイバル迷路に挑戦！ 

紹介文 クイズや暗号を解きながら、ゴールを目指そう！サバイバル体験が味わえる

ダンボール迷路です。ツリーハウスも登場！さぁ、キミも探険家になろう！  

開催日 2019年 7月 27日(土)～8月 25日(日) 

時間 10:30～16:30 

 (最終受付 16：00) 

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) 

 

 

 

《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 ※2019年 8月 1日（木）～25日（日）は 9：30～19：00  

（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 2019 年 9月 2日（月）～5日（木） 

 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 


