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概要 
世界をつなぐ日本の“ＯＳＨＯＧＡＴＳＵ”2020 

～みんなで初笑い！～ 

紹介文 新春は、縁起がよくて福を招く昔ながらのお正月遊びや日本の伝統芸能  

獅子舞、玉すだれなどを体験しよう！こども新喜劇やプロから学べる笑い塾

もあるよ！お正月はみんなで“初笑い”だ。どうぞお楽しみに♪ 

開催日 2020年 1月 3日(金)～5日(日) 

場所 5Fキッズプラザホール・ホール前 

対象 各プログラムにより異なる  

申込方法 当日募集 

受付方法 各プログラムにより異なる 

料金 無料 (入館料別) 

特設サイト https://www.kidsplaza.or.jp/event/2020/newyear/ 
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1 新春！こども遊び横丁 

紹介文 新春は、縁起のよい昔懐かしいお正月遊びが大集合！みんなで一緒に体験

してみましょう！ 

【体験コーナー：福笑い、傘回し、コマ、けん玉、めんこ】 

開催日 2020年 1月 3日(金)～5日(日) 

時間 10:00～16:30 (最終受付 16：00) 

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） 

定員 なし 

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 有限会社 エスアールエー 遊びの玉手箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
乗れる！でっかい張り子（子年バージョン） 

大阪市立デザイン教育研究所 新春ＫＩＤＳプロジェクト 

紹介文 2020年の干支は“子（ねずみ）”年です。大阪市立デザイン教育研究所の学

生チームが、子どもたちがすくすく大きくなるようにと願いを込めて、乗れる“ね

ずみ”の張り子を作りました。記念撮影にどうぞ♪ 

※画像は昨年の様子。 

開催日 2020年 1月 3日(金)～5日(日) 

時間 10:00～16:30 (最終受付 16：00) 

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）  

定員 なし 

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 大阪市立デザイン教育研究所、 

株式会社 こふれ 
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3 
こども寄席 

万の福を招く めでた獅子
じ し

 

紹介文 福を招き厄をはらう、新年にふさわしい伝統芸能“めでた獅子”がやってく

る！獅子に頭を噛まれると、その年は元気で幸せに過ごせるといわれていま

す。ぜひ、みなさまでご覧ください！ 

開催日 2020年 1月 3日(金) 

時間 10:10～10:30/11:50～12:10/13:10～13:30 

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） 

定員 なし 

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 / めでた獅子 】 
 
大津プリンスホテル/京都ロイヤルホテル/大阪全日空ホテル/ANA クラウンホテル/リッツカールトン京都
東映太秦映画村/NHK 朝ドラ/天神祭 歌舞伎船/天保山/西宮ガーデンズ/キューズモール/法然院 
などホテル・商業施設にて出演多数 

 

4 
こども寄席 

祝いの即興紙切り芸 

紹介文 新年を祝って、即興切り絵師がやってくるよ！今年の干支「ねずみ」にちなん

だ作品や、即興でみんなの好きな形を切ってくれるかも！？ 

開催日 2020年 1月 4日(土) 

時間 11:30～11:50/13:30～13:50/14:30～14:50 

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）  

定員 なし 

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 / 辻 笙(つじ しょう）  】 

 
即興切り絵師。2001 年 10 月 5 日生まれ。2011 年佐用町昆虫館に
て初体験した切絵で、左右対称の魅力に目覚める。セロテープアートな
ど、細かな手作業を得意とし、チラシやジャケットなどのデザインもてがけ
る。 
＜受賞歴＞ 
2010年 第 59回こども二科展入賞 
2010年 第 22回 MOA美術館児童作品展銅賞 
2011年 第 23回 MOA美術館児童作品展銅賞 
2012年 第 24回 MOA美術館児童作品展  

大阪府 MOA議員連盟賞 
2013年 住友生命こども絵画コンクール佳作入賞 
2015年 泉大津市防火図画コンクール協会長賞 
2016年 第 65回こども二科展入賞  
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5 
こども寄席 

玉すだれ たまちゃん 

紹介文 あさて、あさて、さては南京たますだれ♪橋や鳥、船、魚など、あっという間に

カタチができあがり。日本の伝統的な和芸の技を、是非みなさまでお楽しみく

ださい。 

開催日 2020年 1月 5日(日) 

時間 11:10～11:30/13:10～13:30/14:30～14:50 

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） 

定員 なし 

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 / たまちゃん 】 

 

街頭紙芝居 35年。塩崎おとぎ紙芝居博物館理事。有限会社 エスアールエー 遊びの玉手箱所属。 

日本全国はもとよりベルサイユ、ロサンゼルスなど海外でも公演。 

自転車に乗って街角での紙芝居も継続中。 

 

＜出演歴＞  

・ＭＢＳ「現代を生きる 街頭紙芝居 いま」 

・関西テレビ「痛快エブリディ」  

・ＭＢＳラジオ 「ありがとう浜村純です」 

・ＮＨＫ 「にんげん MAP」 「こんにちは近畿上 方文化アラカルト」 

・「関西発ふれあいラジオ 話の談話室」/ 

ＡＢＣ「話の談話室」   など 多数出演 

 

＜受賞歴＞  

・大阪 21世紀協会 大阪すきやねん大賞   

・大阪 21世紀協会 花の万博 咲いたで賞 

・大阪ビデオコンテスト 特別賞          

・大阪やんちゃ大賞奨励賞 など 

 

＜公演実績＞  

・ベルサイユ市主催 日本の伝統文化ベルサイユ祭で海外初公演 

・アメリカ（サンディエゴ ロサンゼルス フェニックス UCLA）で公演 
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6 初笑い！こども新喜劇 

紹介文 「体験喜劇」のプロ講師陣と一緒に“こども新喜劇”をみんなで体験しよう！

誰でも簡単にできるツッコミ方やコケ方（ノリ）などもレクチャーするよ。 

開催日 2020年 1月 3日(金) 

時間 11:00～11:45/13:00～13:45 

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 110名 

申込方法 当日募集 

受付方法 各回開始 15分前から開場 

料金 無料 (入館料別) 

講師 砂川一茂（放送作家） 

協力 中川佑希、グッチー、ペガサス（吉本興業株式会社） 

 

【 砂川一茂（すながわ かずしげ） 】 

 

放送作家。大阪市出身。日本医科大学主催「笑い療法士」（３級）/ 

財団法人「札幌市芸術文化財団」評議員。 

関西大学 社会学部卒業（マスコミュニケーション学専攻）。 

「よしもと新喜劇」吉本興業文芸部の作家、竹本浩三氏（現、吉本興業 

文芸顧問）に師事。 

テレビ・ラジオ番組・舞台喜劇の脚本・演出を学ぶ。 

これまで携わった番組はテレビ・ラジオ等を含めると 500 本以上。舞台

の脚本・演出は 200 本以上。近年は、関西を中心に年齢・性別・国籍・

障害のあるなしを問わないバリアフリー「体験新喜劇」の普及に努め、放

課後等デイサービスなど約 10か所で指導している。 

さらに漫才・コントの台本をはじめ、「講談」「浪曲」等の古典・芸能の脚

本に至るまで文筆家として幅広く活動。 

 

<受賞歴> 

ABC ラジオ CMグランプリ 優秀賞（オロナミン C「二十歳の青春」）/ 

日本民間放送連盟 テレビ CM部門 最優秀賞「北海地鶏」 

 

【 中川佑希（なかがわ ゆうき） 】 

 

1990 年生まれ。京都市出身。オフィスゆうき代表。大津市障害者自立

支援協議会副会長。 

障害者差別ないおおつをめざす会代表。一般社団法人しが入居支援セ

ンター理事。 

 

全国障害者スポーツ大会出場。2010 年から大津市内で自立生活を開

始。学校、公民館、福祉事業所などで講演活動を行う。 

2019 年、第 7 回バリバラ show1 グランプリの決勝戦に進出！（2019 年

10月末現在） 

 

 



7 

 

 

【 グッチー 】 

 

本名 堀口昌宏。 

砂川一茂と共に参加者に喜劇を指導。 

加古川市陵南公民館・加西市南部公民館「子ども喜劇」、バリアフリー加古川喜劇「ファンタジー」 

その他、砂川にアシスタント、演出補として数多くの喜劇講座などに参加している。 

 

 

【 ペガサス 】 

 
芸歴 3年目。NSC39期生。兵庫県尼崎市出身。 
2017 年 トヨタハートフルプラザ神戸で行われた「WAP ふれあいまつ
の「エコール新喜劇」に砂川一茂と共にエコール神戸の学生たちに喜
劇を指導。 
2019 年 9 月、万博記念公園で開催された「大阪文化芸術フェス
2019」の子どもを対象としたワークショップに講師として参加。 
 
 
[右]ちかこ先生 
1992年 1月 10日生まれ 
特技：ソプラノリコーダーを吹くこと、モノマネ[大黒摩季、倖田來未、松
山千春、中島美嘉] 
 
 [左]西わき子 
1992年 3月 10日生まれ 
特技：ドラム演奏、スライドパズル一瞬で解ける、海外の赤ちゃんのモノマネ 
 

 

 

7 こども喜劇教室～笑い塾～ 

紹介文 自分だけのツッコミ方やコケ方（ノリ）の練習など、誰でも簡単にできる「喜劇」

にチャレンジ！大阪の伝統文化である“笑い”をみんなで楽しんでみません

か？才能や経験は関係なし！人を笑わせたい、楽しませたい、自分もおもい

っきり笑いたい子どもたちはあつまれ～！ 

開催日 2020年 1月 3日(金) 

時間 15:00～16:00 

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 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 

開始 15分前から受付 

料金 無料 (入館料別) 

講師 砂川一茂（放送作家） 

協力 中川佑希、グッチー、ペガサス（吉本興業株式会社） 
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8 
あそび小屋 

～なつかし手作りおもちゃ 新春バージョン～ 

紹介文 紙コップなどの身近なものを使って、シルバーボランティアのみなさんと干支

にちなんだ昔ながらの手作りおもちゃをつくってみよう！何が作れるかは当日

のお楽しみ☆ 

開催日 2020年 1月 4日(土) 

時間 11:00～12:00/13:00～16:00 (最終受付 15：45) 

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 なし 

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 大阪市シルバーボランティア 

 

9 
晴れ着をきよう！ 

～本物の“きもの”を着てみませんか？～ 

紹介文 2020 年のお正月は日本の伝統的な衣装“きもの”を着てみませんか？晴

れ姿を撮影できる、写真スポットもありますよ！ 

開催日 2020年 1月 5日(日) 

時間 10:30～11:00/11:00～11:30/11:30～12:00/ 

13:00～13:30/13:30～14:00 

場所 5Fキッズプラザホール 

対象 3歳～小学生 

（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 

各回 30分前から受付 

料金 無料 (入館料別) 

講師 遠藤節子（着付講師）ほか 

 

《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

 


