
①　12 月 14 日 ( 土 )　 コーイチシェフのスイーツ工房
②　12 月 15 日 ( 日 ) ゆうびんやさんのクリスマスカード工房 　 
③　12 月 20 日 ( 金 ) おりがみサンタ工房 in こどもの街
④　12 月 21 日 ( 土 ) おとなだって楽しい︕写真を使ったペーパークラフト
⑤　12 月 22 日 ( 日 ) みたてブローチをつくろう☆
⑥　12 月 25 日 ( 水 ) 関西テレビアナウンサーによる　えほんの “わ” よみがたりのじかん

⑦　12 月 19 日 ( 木 ) ～ 25 日 ( 水 )　魔法の板「カプラ ®」であそぼう︕
 0 ～ 6 さいのひろば　木のたまごプール / どんぐりレース

2019年 10 月 16 日

Press Release
報道関係者各位
プレスリリース

ものづくりでふれあう
親子でゆったりクリスマス

2019 年 12 月14 日 (土) ～ 25 日 (水)　開催
キッズプラザ大阪では、2019 年 12 月 14 日 (土) から 25 日 (水) まで「キッズ☆クリスマスウィーク
2019」を開催します。
プロのパティシエによるクリスマスにぴったりなスイーツ作りや、木片に色付けするブローチ作りなど、
期間中はほぼ毎日、日替わりで特別イベントを実施します。12 月 19 日（木）～ 25 日（水）は、フランス生
まれの木製ブロック「カプラ ®」１万ピースで遊べるコーナーや、ヒノキでできた「木のたまごプール」を
常設し、見て触って匂いを嗅いで「木」のぬくもりを体感していただけます。
どれも親子で触れ合いながらゆったりと楽しんでいただけるイベント内容と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。

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
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期間限定イベント

特別
イベント

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

毎年大人気 ! 関連プログラム
11月7日(木)

～12月25日(水)
メリークリスマス！絵本特集 

イベントラインナップ
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概要 キッズ☆クリスマスウィーク 2019 

紹介文 ものづくりをほっこり楽しむ、キッズプラザ大阪のクリスマス♪ 大人も子ども

も、つくって・あそぼ！ 

開催日 2019年 12月 14日(土)～25日(水)  

※休館日 12月 16日（月）は除く 

場所 5Fキッズプラザホール前他 

申込方法 当日募集 

料金 無料～500円 (入館料別) 

特設サイト https://www.kidsplaza.or.jp/event/2019/xmas/ 
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【イベント ラインナップ】 
 

１ コーイチシェフのスイーツ工房 

紹介文 「パティシエ コーイチ」のコーイチシェフと一緒に、クリスマスにぴったりなツリー型のパ

ンケーキを作ろう！ 

開催日 2019年 12月 14日(土) 

時間 10:30～11:45/13:00～14:15/15:00～16:15 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 4歳以上の子どもとその保護者  

定員 各回先着 15組（※1組は大人 1名と子ども 2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(代表者がお並びく

ださい) 

料金 1組 300円 (入館料別) 

講師 齋藤 耕一（パティシエ コーイチ オーナー・大阪夕陽丘学園短期大学 キャリア創

造学科 教授） 

協力 日清フーズ株式会社、大阪夕陽丘学園短期大学、日本食糧新聞社 関西支社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ゆうびんやさんのクリスマスカード工房 

紹介文 開くと、ちょこんと飛び出すクリスマスカードを作るよ！会場で 84 円切手を購入して、

ポストに投函すると、ゆうびんやさんが送り先に届けてくれるよ♪ 

開催日 2019年 12月 15日(日) 

時間 11:00～12:00/13:30～14:30 

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 20名 

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 30分前から参加券を配付 

料金 無料 (入館料別) 

講師 山﨑 順子（手紙教室アドバイザー） 

協力 日本郵便株式会社 近畿支社、大阪北郵便局 
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3 おりがみサンタ工房 in こどもの街 

紹介文 クリスマスはおりがみでサンタさんを作って楽しくかざろう☆ 

開催日 2019年 12月 20日(金) 

時間 11:00～14:30 (最終受付 14:15) 

場所 4F こどもの街 

対象 どなたでも（就学前の子どもは保護者同伴）  

定員 材料がなくなり次第終了 

申込方法 当日募集 

受付方法 4F こどもの街にて開始時間より随時受付 

料金 無料 (入館料別) 

協力 ミュージアム探検隊 

 

4 
おとなだって楽しい！写真を使ったペーパークラフト 

世界にひとつのたからもの 

紹介文 スマートフォンからお気に入りの写真を取り出して、チョキチョキ、ペタペタ、手を動かし

て世界で一つのたからものを丁寧につくってみましょう！大人が楽しむプログラムです。 

開催日 2019年 12月 21日(土) 

時間 13:30～15:00 (制作時間 30分程度) 

場所 4F多目的ルーム横 

対象 大人  

定員 先着 16名 

申込方法 当日募集 

受付方法 4F多目的ルーム横にて開始時間より随時受付 

料金 500円 (入館料別) ※材料費として 

講師 森 りか(スクラップブッキング認定講師) 

 

5 みたてブローチをつくろう☆ 

紹介文 いろんな形の木のかけら☆じーっとみてると・・・何かの形に見えてくる！彫刻作品が生

まれる時に出る木片を使って世界にたった１つのブローチをつくりましょう。 

開催日 2019年 12月 22日(日) 

時間 11:00～11:50/13:00～13:50/14:20～15:10 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 中学生以下（就学前の子どもは保護者同伴）  

定員 各回先着 15名 

申込方法 当日募集 

受付方法 5Fキッズプラザホール前へ各回開始 10分前までに代表者がお並び下さい。 

料金 300円 (入館料別) ※付き添いの保護者も体験可。（別途参加費が必要です） 

講師 松長大樹（彫刻家/ヤマネコ工房主宰） 
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6 
関西テレビアナウンサーによる えほんの“わ” よみがたりのじかん 

～クリスマスのおはなし～ 

紹介文 関西テレビアナウンサーのおふたりといっしょに、みんなで絵本を楽しもう！どんなおは

なしに出会えるかな？小さな子どもたちも、どうぞお気軽に遊びにきてくださいね♪出演

者は当日までのお楽しみ♪ 

開催日 2019年 12月 25日(水) 

時間 11:30～11:55/13:30～13:55 

場所 4F ライブラリー 

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) 

料金 無料 (入館料別) 

出演 関西テレビアナウンサー2名 

協力 関西テレビ放送株式会社 

 

7-1 魔法の板「カプラ®」であそぼう！ 

紹介文 フランス生まれの木製ブロック「カプラ®」が約 1万ピース登場！積んで、並べて、いろん

なカタチを作ってみよう！ 

開催日 2019年 12月 19日(木)～25日(水) 

時間 11:00～16:00 (最終受付 15:30) 

場所 5Fキッズプラザホール前 

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) 

 

 

7-2 0～6 さいのひろば 木のたまごプール 

紹介文 ヒノキでできた木のたまご。ころころまるくて、いいかおり♪木のぬくもりを五感で味わって

遊んでみてね。 

開催日 2019年 12月 19日(木)～25日(水) 

時間 11:00～16:00 (最終受付 15:30) 

場所 5Fキッズプラザホール前 

対象 就学前の子どもとその保護者  

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) 

寄贈 一般社団法人 大阪府木材連合会  
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7-3 どんぐりレース 

紹介文 坂道の上にちょこんと置くと、ゆっくりトコトコ歩きだす木のおもちゃ♪どんぐりたちを見てい

るだけで、なんだかほっこり♪ 

開催日 2019年 12月 19日(木)～25日(水) 

時間 11:00～16:00 (最終受付 15:30) 

場所 5Fキッズプラザホール前 

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) 

寄贈 一般社団法人 大阪府木材連合会 

 

関連プログラム メリークリスマス！絵本特集 

紹介文 クリスマスやサンタさんの楽しい絵本がいっぱい！どんな物語に出会えるかな？ 

開催日 2019年 11月 7日(木)～12月 25日(水) 

時間 9:30～17:00 

場所 4F ライブラリー 

対象 どなたでも  

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 （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 

 

 


