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Tel.072-962-0211
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モノづくり東大阪×ドリーム21

ものづくりひろば【当日受付9：30～15：30材料がなくなりしだい終了】 参加費330円

イベントだよりイベントだより

発  

行

つまみ細工
アクセサリー

10/2（日）
10:00～15:00

12/11（日）.
18（日）.27（火）10/16（日）

10:00～15:00 ①10：30～12：00
②13：00～14：30

サブローごまと
ハロウィン工作

親子でアウトドア♪
BBQドッグ

2023春プラネタリウムリニューアル‼‼投影機器も座席もロビーも新しく変わります。
現機器は日本でトップレベルのベテラン機種。開館から 32年間星を映し出してきました。
最後まで光の一つ一つを楽しんでください。インフィニウム 21Dありがとう。
2022年 11月 4日～ 2023年 3月 31日までプラネタリウム営業はお休みします。

2023春プラネタリウムリニューアル‼‼投影機器も座席もロビーも新しく変わります。
現機器は日本でトップレベルのベテラン機種。開館から 32年間星を映し出してきました。
最後まで光の一つ一つを楽しんでください。インフィニウム 21Dありがとう。
2022年 11月 4日～ 2023年 3月 31日までプラネタリウム営業はお休みします。

●参加費：550円
●当日受付
●花園中央公園多目的芝生広場にて
●協力：宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZO
●雨天時 10/23（日）に順延

●参加費：550円
●当日受付
●協力：（株）松よし人形

●先着 8組※要予約
●1セット 900円（ポテト付）
●BBQ会場で焼いたお肉をパンに挟んで
オリジナルのホットドッグを作ります。
●協力：Good BBQ花園中央公園

　●11月 27日（日）
　　14:00 ～ 15:30
　●【大　人】1,210 円
　　【高校生】     990 円
　　【中学生】     770 円
　　【小学生】     550 円
　　【未就学】      無  料
　●定員 150名
　●要予約

●観望会（望遠鏡設置予定）
●①10月 7日（金）18:30 ～ 20:00　～土星と木星と月～　
　②11月 8日（火）18:00 ～ 19:30　～皆既月食～
　③12月 3日（土）18:00 ～ 19:30　～火星～
　④12月 23日（金）18:30 ～ 20：00　～土星と木星～
●申込：電話にて（先着順定員になり次第終了）
●参加費【大人】400円【高校生】200円【小学生中学生】100円
　　　　　未就学児無料
●※中学生以下のご参加は必ず保護者同伴が必要です。
　※曇天・雨天の場合は当日の星空解説と望遠鏡ふれあい会の開催となります。
　※プラネタリウム工事期間は多目的文化ホールにて星空解説を行います。　　
　※受付は閉館後、再開館し開始時間の 20分前です。
　※正門は閉門いたします。南門よりご入場いただきます。

秋のドリーム 21イベント

10/16（日） 11/6（日） 11/20（日） 12/4（日） 12/18（日）ハロウィン
ウォール
デコレーション

レジンキー
ホルダー

ふしぎな
オイルボトル 書道カレンダー クリスマス

リース

管楽器と歌とピアノによるファミリーコンサート

星空を見てみよう こども店長‼親子フリーマーケット

トランペット、サックス、　歌、ピアノによる、アニソン、ポップス、クラシックのコンサート

大好きだったおもちゃや服・・・
思いをこめて次のだれかに
つかってもらいませんか？

●11月 23日（木祝）
●1ｓｔ/10:40 ～　2sｔ/12:50 ～
●参加費【大人】５５０円　【4歳～高校生】３３０円
　　　　  【3歳以下】膝上無料
●定員：１００名
●要予約

おきがる映画館
お子さま向けで計画中…
決まり次第ＨＰにて告知します！
乞うご期待！！

●10月 10日（月祝）
●①10:40 ～ 11:25　
　②12:50 ～ 13:35
●参加費：220円 
   ※3歳以下膝上無料
●当日受付
●演奏終了後、
楽器ふれあい体験コーナーで
楽器に触れていただくことが
できます。

ウクレレコンサート

子ども文化祭出演者募集ドリーム21☆プラネタリウムDEハロウィン

ｗｉｔｈ 
オルオル ハワイアン フラ　

●2022年10月23日（日）10:00～15:00　
●ドリーム21建物周辺にて（雨天中止）
●対象：親子（お子様を店長とし親子でお申込みください）
●参加条件有：詳細はHPをご覧ください。※食べ物の出店はできません。
●出店料：1ブース1,540円（1.8×1.8ｍ程度）
●応募方法：往復ハガキにて受付（9月30日必着）
●応募必要事項：店長名（ふりがな）・学年・保護者氏名・郵便番号・住所・ご連絡の
　　　　　　　　取れる電話番号・大まかな出品物HPにて参加条件をご確認頂き、
　　　　　　　　【参加条件確認済み】を記載ください。

当日受付

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。・コロナ追跡シス
テムの登録が必要です。・1 グループ 5 名までの
受付となります。・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。

多目的文化ホール　定員189名
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。
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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！！

番組プラネタリウム光学式プラネタリウムと全天映像を組み合わせた
迫力のある一般番組を投影しています。☆投影機 
インフィニウム 21D☆ドーム直径 20m（傾斜型）
前半に星空の生解説（約 20 分）と後半にプラネ
タリウムの番組（約25分）をご覧頂きます。　

台形ジャンプ台と
フロアマットが
リニューアル！

テノール歌手
谷村悟史（たにむらさとし）

①10:40～ 11:25　里帰り投影
②11:45～ 12:30　星と音楽の森
③12:50～ 13:35　ラストデイ
④13:55～ 14:40　星と音楽の森
⑤15:00～ 15:45　ラストデイ
⑥16:05～ 16:50　消灯式（ラスト投影）
★10:00～ 15:00　プラネタリウムづくり

星と音楽の森
●今夜の星空解説をピアノとバイオリンの
生演奏と共に。親子でお楽しみください。

ラストデイ
●【解説員による生解説】
1991年4月1日の開館日から2022年11月3日
まで年代別の天文ニュースをピックアップ

懐かしの投影者が里帰り投影
●ドリーム21インフィニウム21Dの思
い出と共に星空解説を。あの頃子どもだっ
た方も、ドリーム21に里帰りしませんか？

●インフィニウムでの最後の星空解説を
見た後で惑星・月・恒星の消灯を参加者の
中からお願いします。

消灯式

プラネタリウムづくり
●参加費330円
●自分で星座の絵を書いて星の位置に穴を開けてみよう。
光を照らして自分だけのプラネタリウムをつくろう。

●10月 29日（土）・30日（日）　
   12:00 ～ 12:40
●要申込、参加費必要、
詳細はHPをご覧ください。

●開催日：3月 21日（火祝）
【リハーサル：3月 19日（日）】
●参加対象：高校生まで
●参加費：30分 12,100 円
●詳細はHPをご覧ください。

ハワイアンやジブリやディズニーの曲も♬

締切迫る！！

【大人】400円　【高校生】200円　
【4歳～中学生】100円　【3歳以下】無料

ピアノ
後藤賢蔵（ごとうけんぞう）

サックス
永田あゆみ（ながたあゆみ）

ウクレレククナ　with　Megu 



バイオリン教室

第1・3土曜日 10/15.29 11/19 12/17 1/7.21 2/4.18 3/4.18

第2・4土曜日 10/22 11/12.26 12/10.24 1/14.28 2/11.25 3/11

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
　※10/15.29 のみ 13：00～ 14：00

各教室8名 /6,600円 ※演劇教室・通年教室は除く。ドリーム 21教室

将棋教室

バイオリンの持ち方や引き方をお
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。
3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。
3月に発表会を予定し
ております。

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

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。3月に発表会を予定して
おります。

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
1年～2年生コースと3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。
3月に発表会を予定しております。

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

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、水受けがあればご持参ください。

●10:00～11:00  小学1年～小学6年

ルールは簡単！たくさん石を取
ることができるかな。ルール
を覚えて遊びましょう。囲碁に
触れた事のないお子さまもそ
れぞれのペースに合わせお教
えいたします。囲碁を通じて、
判断力、創造力を養いコミュ
ニケーション力も育みます。

●①9:40～10:40  小学1年～小学2年
　②11:00～12:00  小学3年～小学6年

色鉛筆アート教室 将棋教室 けん玉教室

●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。

始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】

習字教室 演劇教室
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。

「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、3月に発表会を
予定しております。

●10:00～12:00  小学1年～大人
　※親子で教室参加も可能です（参加費必要）

リズムにのり全身を使ってけん玉を操
作します。基本の持ち方を習い昔なが
らの技にも挑戦してみましょう。お一
人ずつけん玉が必要です。（認定けん
玉を初回教室時に1,500円程で購入で
きます）

●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】

●10:00～12:00  小学1年～小学6年
　※参加費 13,200 円

親子教室 ※電話で申し込み

【10/15休講・12/3開講】 ハンドベル教室

第2・4日曜日 10/23 11/13.27 12/11.25 1/15.29 2/12.26 3/12

カリンバ教室 ときどき生物教室

●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。3 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。3 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。3 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

【10/23休講・10/30開講1回目】 【10/23休講・10/30開講1回目】

【10/9休講・10/30開講】

【10/29休講・11/12開講】
【2/4 3/4.18休講・
            12/3開講】

【2/25 3/11休講】 【2/11休講・10/8開講1回目】

【11/12休講・11/5開講】

初心者向けたくさん！

通年教室第1.3日曜日 通年教室毎週日曜日
サイエンスゲーツ教室
～科学実験教室～

●月7,700円（毎月2,200 円のテキスト代含む）
●1月変則有予定（15日・29日）
●13:00～14:30 小学 4年～小学 6年【中級コース】 ●3名募集

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。

さんすう数学教室

●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、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

●10:00～10:50 はじめてコース ●11:20～12:00 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

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。

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 10/12.26 11/9.23 12/14 1/11.25 
2/8.22 3/8

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 第 3日曜日
10:40～11:25 

受 付 電話にて受付中

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 11/20 より、毎月第 3日曜日
9:35～10:20

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 10/16、11/20、12/18

時 間 11:00～12:30

受 付 電話にて受付中

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。
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親子でおけいこを

一緒に始めて

みませんか ?

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。

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。


