
全面にソフトマットを敷き、
大型遊具などでのびのび遊べるひろばです。

子どもたちの文化活動の発表会などにお使いいただけ
ます。また、各種教室のほかにコンサートや演劇、映
画鑑賞会などのイベントを開催しています。

宇宙・地球・人間・科学のふしぎを楽しく体験しながら学習できる
科学展示室です。

○入館時は検温を実施します。
○ウォータークーラーの利用はできません。

月～金

土・日・祝

※舞台要員・設備器具使用料・冷暖房費は別途必要です。

予約受付
ホールのご予約は12ヶ月前から
受付ます。営利目的の利用は2ヶ月
前から受付、基本料金5割増です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、利用内容・時間・入場
者数が随時変更しております。ご来館時にHPをご確認ください。

平　日
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のびのび 利用時間プラネタリウム たんけん のびのびプラネタリウム

土　日　祝

※平日は団体利用有（△印）は団体予約がある場合は一般入場も可能。

であそぼう！！

最新4Kプロジェクターを 2台用いた高精細な全天映像。東
大阪から 138 億光年宇宙の彼方まで詳細にシュミレーショ
ン。専門機関が有する観測データや、環境、STEAM 教育
にも活用できるデータセットを実装。11.1ｃｈデジタルサ
ラウンドシステムによる迫力ある音響。前半に星空の生解
　
 

100円

大 人 高校生 4歳～
中学生

のびのびひろば3F

2F 宇宙ひろば

1・2F 探検ひろば

600円

300円

100円

300円

200円

100円

200円

100円

ま
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星
を
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て
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だ
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説（約20分）と後半にプラ
ネタリウムの番組（約25分）
をご覧いただきます。

3/24（金）～
4/9（日）

大型エアー遊具が
登場！

【
わ
た
し
は
だ
れ
？
】

ノーブスミー・GOTO image works

【ケイロンⅢの機能紹介番組】
▷超高精細な天の川は原版上約 10億個の
　恒星の集まりで再現（東大阪市特別仕様）
▷約 9500個の恒星数（6.55 等星まで）
▷主恒星の固有色を再現
 （3.5 等星までの約 300個）
▷星雲星団約 300個を忠実に再現



子ども店長！親子フリーマーケット

バイオリン教室

第1・3土曜日 4/15.29  5/20  6/3.17  7/1.15  8/5.19  9/2 第2・4日曜日 4/9.23  5/14.28  6/11.25  7/9.23  8/27  9/10

第2・4土曜日 4/8.22  5/13.27  6/10.24  7/8.22  8/26  9/9

キーボード教室 ミュージック教室

●①11:20～12:20  小学2年～小学6年

各教室8名/6,600円※演劇教室・通年教室は除く。教室

将棋教室

バイオリンの持ち方や弾き方をお教えいたしま
す。まずは音を出す練習から音階へそして楽譜
を読みながら曲を仕上げます。バイオリンを通じ
て音楽を楽しむ気持ちを大切にすることや技術
向上を目指します。
9月に発表会を予定しています。

●10:00～11:00  小学2年～小学6年

鍵盤の上での指の使
い方、動かし方、さら
に音符の読み方やリ
ズムの取り方を学び
ます。曲を弾けること
を楽しみましょう。
9月に発表会を予定し
ております。

●①13:00～14:00  小学1年～小学2年
　②14:20～15:20  小学3年～小学6年

1年～2年生コースと3年～6
年生コースで分けて開催。
発声練習やリズムの取り方を
学び、合唱やカラオケを楽し
める自分自身のナイスな声を
さがせるようお手伝いいたし
ます。9月に発表会を予定し
ております。

かるた教室

●①10:00～11:00  小学1年～小学3年
　②11:20～12:20  小学4年～小学6年

百人一首をつかう競技かるたです。
人気マンガの世界を楽しみましょう。
少ない札からも始められます。

絵手紙教室

みんなで
うたをうたおう

ダンス教室 水彩画アート教室 囲碁教室

●①10:00～11:00  小学3年～小学4年
　②11:20～12:20  小学5年～小学6年

【全8回  8/19.9/2 休講】

【全8回  8/26・9/9 休講】

【7/15 休講・7/8 開講】

【7/1 休講・7/29 開講】

紙に題材となる物の絵を水彩絵の具を使って描
き上げていきます。描く手順、色の塗り方をお
教えいたします。水彩アートを通じて絵を描く事
を楽しみ自信を持って作成に取り組む気持ちを
大切にします。絵具代が550円必要です。筆、
パレット、水入れがあればご持参ください。

●10:00～11:00  小学1年～小学6年 ●13:00～14:00  小学1年～小学6年
●①9:40～10:40  小学1年～小学3年
　②11:00～12:00  小学4年～小学6年

色鉛筆アート教室 将棋教室
初めてコースは駒の名前、使い方、基本の指し方をお伝えいたし
ます。実践対局コースは実践的なコマの進め方などお伝えいたし
ます。将棋を通じて、ルールやマナーを守る大切さを学びます。

●①10:00～11:00  小学1年～小学6年【初めてコース】
　②11:20～12:20  小学1年～小学6年【対局実践コース】

親子教室 ※電話で申し込み

ベビーバレエ教室
～ゆったりと過ごそう～

～パパ・ママとの遊びとまなび～ ～親子でお金の大切さを学ぼう～

ベビーマッサージ

ドリームキッズ教室 キッズマネー教室

対 象 2歳～3歳親子

定 員 8組

参加費 6,600円（6ヶ月10回）

日 程 4/26　5/10.24　6/14.28　
7/12　8/9.23　9/13.27　

時 間 15:30～16:10

講 師 YOKOクリエイティブバレエ

受 付 電話にて受付中

対 象 3ヶ月～8ヶ月

定 員 10組

参加費 1組 550円

日 時 毎月第 3日曜日
10:40～11:25 

受 付 電話にて受付中

対 象 3歳～小学生の親子

参加費 1,100円（お子様1人追加550円）

日 程 4/16、5/20、6/18

時 間 11:00～12:30

受 付 電話にて受付中

ハンドベル教室 カリンバ教室 どきどき生物教室

●13:00～14:00  小学 1年～小学 6年
●持ち物：飾りの無い服装、手袋

ハンドベルの持ち方や音の出し方
をお教えいたします。楽譜を読み
ながら曲を仕上げます。ハンドベ
ルを通じて音楽を楽しむ気持ちを
大切にいたします。仲間の音を聞
き音を調和することや技術向上を
目指します。9月に発表会を予定
しています。 ●14:20～15:20  小学 3年～小学 6年

●材料：3,000 円程度（初回教室参加時にカリンバを
　購入いただきます。お持ちの場合は購入は不要です。）
　※爪を切ってご参加ください。

●①10:00～11:00  小学 3年～小学 4年
　②11:20～12:20  小学 5年～小学 6年

3 年～ 4年生コースと5年～
6年生コースで分けて開催。
身近な物を題材に生物の不
思議を学びます。

DJ教室 世界のボードゲーム遊び パズル教室
1 年～2年生コースと3年～6年
生コースで分けて開催。DJは音
楽と音楽を結びつける役割、どん
な音楽にも柔軟に結びつけます。
技を楽しみながら音楽を通して人
と人との繋がり、コミュニケーショ
ン力を育みます。9月に発表会を
予定しております。

●14:20～15:20  小学 3年～小学 6年
●持ち物：のり、はさみ、セロハンテープ

～たのしいパズルであたまのト
レーニング～いろいろなパズル
を体験します。数や図形の問題
を解いたり、パズルを作り答え
を考えることで、【手順を踏んで
考える力】【物事をはば広く考
える力】【じっくり考える力】を
養います。

●①10:00～11:00  小学 1年～小学 2年
　②11:20～12:20  小学 3年～小学 6年

人気のカリンバを使って音
楽を楽しみます。自由に
音を奏でることができれ
ばアンサンブルもたのし
みます。9月に発表会を予
定しています。

●13:00～14:00  小学 1年～小学 6年

1年～6年生を対象に世界で遊
ばれているボードゲームを紹
介し実際に遊びを体験します。
学習を通じて、世界の遊びを
学びます。

親子でおけいこを

一緒に始めて

みませんか ?

お子さまの
体を

マッサージ
します。

ベビーの肌
に

癒されます
よ。

学校では教えてくれないお金のこと、
正しい金銭感覚とたくましく
生きる力を親子で一緒に
身に付けませんか。
お店屋さんごっこを通して
仕事とお金の勉強会をします。

初心者向けたくさん！初心者向けたくさん！

対 象 3歳～6歳

定 員 10組

参加費 1組 550円（大人・お子さまの追加お一人330円）

日 時 毎月第 3日曜日
9:35～10:20

受 付 電話にて受付中

梅田サイファーがドリーム21へ再登場！！梅田サイファーのファミリーコ
ンサート＆プラネタリウムで満天の星を見よう。ラップの魅力を間近で
感じていただけます。お子さまを連れての参加も可能です。

プラネタリウムリニューアル記念イベント

5/28日 13：00～14：30・15：00～15：45

13:00～14:30(atホール)
梅田サイファーコンサート
参 大人3,300円、

大学生・高校生（要学生証）2,200円、
小学生・中学生550円、
未就学児無料

申 4/11（火）～電話申込

絵本と楽器の
アンサンブルコンサート

モノづくり東大阪市×ドリーム21

ものづくりひろば

5/7日 １ST　11：00～12：00
2ST　13：00～14：00

人形劇のねこじゃらし
5/4㊗木１st　11：45～12：30（11：30開場）

2st　14：00～14：45（13：45開場）

4歳以上110円
場
参

地下1階多目的文化ホール

申 当日受付（先着順）

4歳以上550円場 参地下1階多目的文化ホール 申 電話申込

【大人】５５０円 
【4歳～高校生】３３０円
【１歳～3歳】１１０円
【０歳】無料

参

申 電話申込

ドリーム21建物周辺（雨天中止）
日
場

2023年4月29日（祝土）10：00～15：00　

対 親子（お子様を店長とし親子でお申込みください）
参 1ブース1,540円（1.8×1.8ｍ程度）

　※食べ物の出店はできません。
　※参加条件がございます。詳細はHPをご覧ください。

おきがる映画館
5/5㊗金
１ST　10：40～
トムとジェリーすくえ！
魔法の国オズ

ミニオンズ　フィーバー
2ST　12：50～

応募必要事項：出店希望日・店長名（学年）・保護者氏名・郵便番号・住  
　　　　　　　所・電話番号・おおまかな出品物
※ HPにて出店要項をご確認頂き、【確認済み】と記載ください。

親子でアウトドア♪
野外でドーナツづくり
（雨天中止）

10:00～15:00
（1回の作成時間45分）

当日受付9：30～15：30（材料がなくなり次第終了）
参加費330円

アニマル
はこにわ

スイーツ
マグネット

4月30日（日）
ふしぎなオイルボトル

5月3日（祝水）
レジンキーホルダー

ミラー
アート
ステンド
グラス

1年～3年生コースと4年～6年生
コースで分けて開催。
ダンスを通じて多くの人と触れ合
い、そして楽しさや面白さを体感し、
心で繋がる喜び を学びます。
人と人を繋げる架け橋のようなダ
ンススクールを開催いたします。
9月に発表会を予定しております。

囲碁をする人は世界に3800万人！
ルールは簡単。たくさん石と陣地を取れるかな？
囲碁で創造力、判断力を養い、コミュニケーショ
ン力を伸ばしていきましょう。

習字教室

●①10:00～11:00  小学1年～小学2年【硬筆】
　②11:20～12:20  小学3年～小学6年【毛筆】

演劇教室
「演じる」という体験を通して未来の
子供たちに重要な自己表現する力を
育みます。仲間と共に作品を作り上
げ、9月に発表会を予定しております。

●10:00～12:00  小学1年～小学6年
　※参加費13,200円

【4/22・5/27 休講  5/20・8/12 開講】

通年教室毎週土曜日 通年教室第1・3日曜日 通年教室毎週日曜日

さんすう数学教室
タブレット、アプリ、WEBサイトを導入した学習。
子どもたちがこれからのAI時代を生き抜くため
に必要な数学力の習得を目標にしたプログラム
です。ムリ・ムダのない個人に合わせた「ピッタ
リな学習」により子どもの力を一直線に伸ばしま
す。指定のタブレットを使用します。

小学生英会話教室
はじめてコースと継続コース
があります。聞き、読み、書き、
の第一歩の初心者コース。英
会話教室の参加経験がある場
合は継続コースへ先生が一人
一人に丁寧に寄り添います。

バレエ教室

●13:00～14:00  3歳～小学1年
●月2,640円

バレエを通じて柔軟性と身体表現を身に付けま
す。多くの人と触れ合い、そして楽しさや面白さ
を体感し、心で繋がる喜びを学びます。3月に発
表会を予定しております。発表会では衣装が必
要となります。（レンタル料5,000円程度）

●①10:00～11:00　小学1年～小学2年
　②11:20～12:20　小学3年～小学6年

白紙に題材となる物の絵を色鉛筆を使って描き上げていきます。
描く手順、色の塗り方をお教えいたします。
色鉛筆アートを通じて絵を描く事を楽しみ自信を持って
作成に取り組む気持ちを大切にします。

サイエンスゲーツ教室

●月7,150円（毎月2,200円のテキスト代含む）
●13:00～14:30 小学1年～小学4年【初級コース】
●協力：ヒューマンアカデミー 

科学の驚きや感動、発見する楽しさを通じて、
子どもが理科を好きになり知識だけでなく、課題
を発見、探究、解説する力を育みます。初回に白
衣などのセット（8,800円通年使用）を購入して
いただきます。
白衣のサイズをお伺いいたします。

～科学実験教室～

●11:20～12:20 年中～小学 6年
●月3,300円
●協力：ヒューマンアカデミー
●タブレットリース　￥1,650/月必要
　別途諸経費有り

●10:00～10:50 はじめてコース
●11:10～12:00 継続コース
●スタート時に教材費：1,925 円
（ワーク代が別途必要です） 
●月 5,280円

「絵と短い言葉で」あたたかい想いを伝えよう。
～個性いっぱいあふれる絵手紙をかこう～

1年～2年生には硬筆で鉛筆の正しい持ち方、書き方をお教えいた
します。3 年～ 6 年生は毛筆と硬筆を使って書き方をお教えいたし
ます。字の書くコツを掴み書く事の楽しさを感じていただきます。

TOM AND JERRY: BACK TO OZ 
© 2016 Warner Bros. Entertainment Inc.
 TOM AND JERRY, THE WIZARD OF OZ 
and all related characters and elements are 
trademarks of and © Turner Entertainment Co.

(C) 2022 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

Vn.ヴァイオリン 村上順子 Fg.ファゴット 赤土仁菜 Mrnb.マリンバ 松井駿

ボールなどを使いお子さまと
一緒に体を使って遊びます。
お子さまの初めてできたを
一緒に体感しましょう。

3月29日（火）3月29日（火）

4月16日（日）4月16日（日）

6月18日（日）6月18日（日） リクエスト企画リクエスト企画

5月21日（日）5月21日（日）

ねんどの貯金箱
4月2日（日）4月2日（日）

10:00～15:00
（1回の作成時間45分）

つまみ細工アクセサリー
5月7日（日）5月7日（日）

10:00～15:00
製作後、対戦が出来ます！

段ボール力士づくり
6月4日（日）6月4日（日）

①10：30～12：00 ②13：00～14：30
※先着8組（要予約）

参加費550円

梅田サイファーファミリーコンサート　　　

梅田サイファーと一緒に見よう！

15:00～15:45(atプラネタリウム)
梅田サイファーと一緒に
プラネタリウムを見よう！
参 大人・大学600円、高校生300円、

4歳～中学生200円、3歳以下無料
申 梅田サイファーファミリーコンサートに

ご参加の方は予約していただけます。
それ以外の方は当日購入してください。

予定演目
「ねぇおきて」
「野菜のポルカ」他
※演目が変更になる
場合がございます

協力：Good　BBQ　花園中央公園 協力：（株）サンワ 協力：（株）松よし人形 協力：マツダ紙工業（株）


