☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

親子で陶芸にチャレンジ！

日曜

コップやお茶碗などのオリジナル作品作り。
釉薬かけ(色付け)まで
体験できる教室です。
作品は１人１個ずつ作ります。

イベント・教室など

対 象：小学生と保護者
（１組2名）
Ａクラス 10月14日(土)・15日(日)・11月4日(土)
10：00〜12：00 (11/4のみ14：00〜)
Ｂクラス 10月14日(土)・15日(日)・11月5日(日)
14：00〜16：00
(３日間すべて参加できる方に限る)
講師：吉田伴子
講師：武田重昭
参加費：３日間２名で2000円
・元公立幼稚園園長
・元教育委員会職員
定 員：各クラス12組(24名）
・小学校こども会陶芸教室 ・学芸員
募集期間
・園芸同好会講師
8月1日
（火）
〜9月10日(日)必着

1日(金)
2日(土)

バイオリン教室 書道教室
児童劇団フラップトリップ

3日(日)
4日(月)

休館日

5日(火)

臨時休館日

6日(水)

臨時休館日

7日(木)

臨時休館日

8日(金)

「エコとロジーのわくわく太陽
系めぐり」投影開始

9日(土)

星空教室

（和菓子がなくなり次第終了）

10日(日)

ハンドベル教室 生物教室
管弦楽団チェルボ

お抹茶・和菓子 １セット 300円

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ロビーお茶会
9月17日
（日）
・18日
（月・祝）

イベントだより７・８・９月号

どりーむ寄席

平成 29年 7 月 2 日（日）

14日(木) わいわいキッズ

桂 治門

「動物園」
桂 福矢

星をみる会

15日(金)

ロビーお茶会
17日(日) （貸）市子連ジュニアリーダー
講習会
ロビーお茶会 プラネタリウム
18日(月)
ドームコンサート（予定）

桂 小春團治

「冷蔵庫哀詩」
（作 ・ 桂 小春團治）

桂 治門

1500 円

当日

月や土星・季節の天体（7/29は木星も観察します）
19：30頃〜20：30

26日(火) 幼児英会話教室
27日(水) バレエ教室
28日(木) わいわいキッズ
29日(金)
30日(土)

参加費・申込不要
どなたでもご参加ください
（小学生以下は必ず保護者同伴）

プラネタリウムドームコンサート

冬休み星空たんけん隊

９月１８日
（月・祝）
13：30～14：30

三重県志摩にある
「アクアヴィラ伊勢志摩」
に
１泊２日で星を見にいきます。
(往復貸切バス利用/全日参加に限る)

（開場13：15）

対象：小学生とその保護者

出演 スカイラークスジャズオーケストラ

（1組５名まで・5組程）

◇参加者・保護者説明会

12月9日
（土）

◇アクアヴィラ伊勢志摩（1泊）

みんながよく知っている曲を演奏する予定です。
詳細が決まり次第、
公式HP・Twitterで
お知らせいたします。
どうぞお楽しみに！

12月26日
（火）～27日
（水）

2日(日)

3日(月)

七夕ものづくりひろば
「子ども落語ワークショップ」
「桂小春團治の笑って納涼！
どりーむ寄席」
休館日

ヴァイオリン・アコーディオン・ピアノの演奏と歌をお楽しみ下さい！
出演
かんこみいな
（ドリーム21特別結成アンサンブル）

演奏予定曲

❀キッズソングメドレー♪

7月9日（日）
②13：30〜（20分前開場/公演60分）

ドリーム21 ２階プラネタリウムドーム

前売500円 当日600円（電話予約も受付）

アイアイ/ドラえもんのうた
ミッキーマウスマーチ
アンパンマンのマーチ 他

❀見上げてごらん夜の星を
❀ひまわりの約束
などなど

（演奏曲は変更する場合もございます）

※３歳以下も座席が必要な場合有料

バレエ教室

6日(木)

わいわいキッズ

一緒に楽しもう！
たまご型マラカスを
お子様にプレゼント！

5日(水)

8日(土)

星空教室
（貸）竹花ピアノ教室

9日(日)

プラネタリウムコンサート
ハンドベル教室 生物教室
管弦楽団チェルボ

10日(月) 休館日

たまご型マラカス
（イメージ）

12日(水) バレエ教室

観覧無料！
お気軽にご覧ください♪

1階ロビーにて、ドリーム21ハンドベル教室の子どもたちが
「きらきら星」「たなばたさま」「かえるの歌」等を演奏します♬

13日(木) わいわいキッズ

15日(土)

バイオリン教室 書道教室
児童劇団フラップトリップ

16日(日)

子ども映画サロン
管弦楽団チェルボ

作って遊んでおもしろい !
夏休みの作品作り !!

親子で楽しむ

夏休み工作教室
うちわ ・ 風鈴 ・ 貯金箱 ・ 万華鏡 ・ かざぐるま。
どれを作ろうかな？

17日(月) 子ども映画サロン

7 月 2１日
（金）
・8 月 26 日
（土）

７月３０日（日曜日）

①10：00 ～ 11：00 ②11：15 ～ 12：15
③12：30 ～ 13：30 ④13：45 ～ 14：45
⑤15：00 ～ 16：00

18日(火) 休館日
19日(水) バレエ教室

ロボ ッ ト

※1 時間毎の総入替制で、入場制限を行う事があります。

当日受付・材料が無くなり次第終了
参加費：600 円 /1 点
会 場：地下１階多目的文化ホール

20日(木) わいわいキッズ

人 数

う
画像はイメージです

21日(金) 工作教室

各回 定員 ４組
（親子）

場 所
ドリーム21 １階 ロビー

つ
す

対象年齢：８歳〜
時 間
1回目
2回目

14：00〜15：20
15：30〜16：50

電話・メール・ホームページにて事前予約受付中！

22日(土) 星空教室

お問合せ先

TEL

080-6611-3953

（貸）きらきら保育園
23日(日) ハンドベル教室 生物教室
ロビーコンサート
親子で楽しむ!LED工作教室
児童劇団フラップトリップ

ひゃくまんさんと遊ぼう！
～石川県の魅力再発見～

25日(火)

7月29日（土）
・30日
（日）
9：30～17：00

26日(水) 一輪車教室
27日(木) 夏休みこども陶芸

一輪車教室

28日(金) 夏休みこども陶芸

一輪車教室

29日(土)

石川県物産展
星をみる会

30日(日)

石川県物産展 管弦楽団チェルボ
ロボットプログラミング教室

31日(月)

石川県物産展

朝顔まつり

（20分前開場/上演129分)

前売 800円
当日1000円
※全席自由席

前売チケット好評発売中！
電話予約も承ります。
「この映画が見たい」
の声が
生んだ、100年先に伝えたい
珠玉のアニメーション！
©こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』製作委員会

会場：地下1階多目的文化ホール
◇ひゃくまんさんじゃんけん大会
◇ひゃくまんさん小唄をみんなでおどろう
◇ペダルカーにのってみよう！
◇石川県物産品販売（ご当地サイダー・お菓子など）
◇「ひゃくまんさん」「のとドン」のぬり絵・おりがみコーナー

入場無料！お気軽にご参加ください

Change～輝く未来のために～
メール

info@changeoneself.com

29日16：00からは
「朝顔まつり」
を同時開催！
両方楽しんでね！

参加者募集！

ブロックを組みたて、動かして遊びます。
Ａクラス 人形の手を動かそう！骨組み制作
Ｂクラス 四足歩行ロボット制作
開催日 ８月１２日(土)・１３日(日)・１９日(土)・２０日(日)
時 間 ①１０：００～１１：００ ②１１：１５～１２：１５
③１３：１５～１４：１５ ④１４：３０～１５：３０
参加費 500円（特別展の入場料を含む）
※制作物は持ち帰れません

対 象 Ａクラス５～８歳/Ｂクラス９～１２歳
定 員 各回各クラス９名ずつ
場 所 地下１階多目的文化ホール

応募締切 ７月２３日
（日）

左上:Aクラス 右下：Bクラス
※応募については中面をご覧ください

夏休み星空たんけん隊

日本最大の大型望遠鏡がある兵庫県立大学西はりま天文台に
１泊２日で星を見に行きます。(往復貸切バス利用/全日参加に限る)

対象：小学3年生～中学生
◇参加者・保護者説明会

8月12日
（土）10：30～12：00

◇西はりま天文台（1泊）

8月28日
（月）14：00集合～
29日
（火）16：00頃解散
参加費：10000円
定員：25名
応募締切：7月17日
（月・祝）

※応募については中面をご覧ください

© NHAO

近畿大学天文研究会も同行します

講師：杉野 文昻
・元中学校理科教員
・元神戸市立青少年科学館天文グループリーダー

夏休み中は休館日なし！
月曜日も遊びに来てね♪

応募方法
ハガキ(１人１枚)、
メール（１人１通）又はドリーム21窓口にて直接
必要事項
希望の教室名・クラス名・時間・氏名(ふりがな)・学校名・学年・郵便番号・住所・電話番号
※申し込み多数の場合は抽選になります。
ハガキの料金は62円です。
ご注意ください。
ドリーム21のアドレス・住所は表紙に書いています。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

夏休み逆上がり教室

逆上がりの基礎からコツを学びます。
対象：小学生
（全日参加に限る）
（木）
（火）〜3日
日程：8月1日
講師：曽田知束
①10：30〜12：00 ②14：00〜15：30
・佛教大学教育学部卒業
参加費：1500円
・元近畿大学付属小学校体育専科講師
定員：各20名
・公立小学校教員
（月・祝）
募集締切：7月17日
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

雲について・天気図の見方・天気予報ができるまで等を学び、
お天気キャスターを体験します。
対象：小学3年生〜中学生（保護者同伴可）
（金・祝）
日程：8月11日
時間：13：30〜15：30
参加費：500円
講師：日本気象予報士会関西支部
会場：視聴覚室
・1999年発足
定員：30名
（月・祝）
・科学館・小学校などで多数イベント開催
募集締切：7月17日

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

このイベントの申込先は Change
です

14日(金)

８月６(日)～２０日
（日）
10：00～16：00（最終入場15:40）
入場料 200円
地下１階多目的文化ホール

楽しいお天気教室~お天気キャスターにチャレンジ！〜

7月23日（日）
11:15˜11:45

11日(火)

ブロックの世界
ブロックの世界

夏休みなわとび教室

なわとびのコツを習ったりダブルダッチを体験します。
対象：小学生
（金）
日程：8月25日
なわとびクラス
①10：30〜11：30 ③15：00〜16：00
ダブルダッチクラス
②13：30〜14：30
参加費：500円
講師：京都大学ロープスキッピングサークル ＭＴＴＲ
定員：各20名
・小学校や保育園などのイベントでパフォーマンスや体験会を実施
（月・祝） ・２０１４年ＦＮＳ２７時間テレビ・ｙｔｖ大阪ほんわかテレビ出演
募集締切：7月17日

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎夏休み自由研究
演劇体験~新しいことにトライ！〜

飲み物を持って、
動きやすい服装で参加してね！

役の気持ちを考えて楽しく演技をしてみよう！
対象：小学3年生〜6年生
（木）
日程：8月24日
①10：30〜12：00
②14：00〜15：30
参加費：無料
定員：各20名
講師：近畿大学舞台芸術専攻
ドラマコミュニケーションゼミ生
（木）
募集締切：7月20日
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
昆虫専門店＆用品店が一同に集う…
昆虫専門店＆用品店が一同に集う…

世界の昆虫大発見
世界の昆虫大発見 !!!!

虫捕りツアーも
やったろうよ〜

日曜

イベント・教室など

1日(火)

夏休み逆上がり教室

2日(水)

夏休み逆上がり教室

3日(木)

夏休み逆上がり教室
児童劇団フラップトリップ

4日(金)

児童劇団フラップトリップ

5日(土)

バイオリン教室

6日(日)

ハンドベル教室
管弦楽団チェルボ

書道教室

7日(月)
8日(火)
9日(水)
10日(木)
11日(金) 楽しいお天気教室

～お天気キャスターにチャレンジ！～

12日(土)

17

星空たんけん隊（説明会）
星空教室 管弦楽団チェルボ

13日(日) 生物教室
14日(月)
15日(火)

時からも プラネタリウムやります！

ハンドベル教室
ロビーコンサート

うごいてたのしい！

◎夏休み自由研究

※当日の一般投影は16：00〜の
「妖怪ウォッチ プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！」
のみとなります
【次回予告】
9/18にジャズコンサートを企画中です。
お楽しみに！
（詳細が決まり次第、
公式HP・Twitter等でお知らせします）

いな
もきれ
とって だケロ♪
色
音

電車が走るよ！

16日(水) 児童劇団フラップトリップ
17日(木)

夏休みこども陶芸
児童劇団フラップトリップ

18日(金)
19日(土)

バイオリン教室 書道教室
児童劇団フラップトリップ

20日(日) 児童劇団フラップトリップ
21日(月)
22日(火)
23日(水) バレエ教室
24日(木) 演劇体験

～新しいことにトライ！～

25日(金)

夏休みなわとび教室
夏休みこども陶芸

26日(土)

工作教室
星空教室

27日(日)

昆虫イベント
生物教室

28日(月)

星空たんけん隊（西はりま天文台）
児童劇団フラップトリップ

星をみる会
ハンドベル教室

29日(火) 星空たんけん隊（西はりま天文台）
30日(水) バレエ教室
31日(木)

夏休み特別展
﹁うごいてたのしい！ブロックの世界﹂ ８月６日～ 日

7日(金)

ドリーム２１夏休み特別展

ながーい夏休み！色んなことにチャレンジしてみよう！

みんなで歌おう！星☆花いっぱいワクワクコンサート

①11：00〜

（雨天・曇天時中止）
お楽しみください。

教室・イベント参加者募集

4日(火)

24日(月)

7月16日
（日）
17日
（月・祝）
① 10：20～
② 14：00～

詳細が決まり次第､HP等でお知らせします。
（10/15号の市政だよりに掲載予定です）

プラネタリウムドームコンサート

七夕ものづくりひろば
書道教室 バイオリン教室
劇団フラップトリップ

☆ 19：00からは引き続き「星をみる会」を

夏休み特別展ワークショップ
「ブロックでつくろう！からくりロボット」

第40回日本アカデミー賞
「最優秀アニメーション作品賞」
受賞

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

イベント・教室など

ドリーム２１正面玄関前・ロビー等で開催！
たくさん遊んだあとは、夜店を楽しんでね！

（三味線 花登益子）

子ども映画サロン

※天候不良時は中止。
16：00までにホームページや
Twitterでお知らせします。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

25日(月) 休館日

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

ハンドベル教室 生物教室
管弦楽団チェルボ

わなげ・ヨーヨーすくい・
スーパーボールすくいなど

電話予約も受付中！

（未就学児童はご遠慮ください）

ー ー ー ー ー ー ー ー ー 予告コーナー
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

23日(土) 星空教室

1日(土)

「皿屋敷」

原作 こうの史代/監督・脚本 片渕須直
音楽 コトリンゴ/声の出演 のん

22日(金)

日曜

桂 小春團治

2000 円

21日(木) わいわいキッズ

24日(日)

仲入り

※小学生以上対象

☆ 望遠鏡での観察

20日(水) バレエ教室

桂 福矢

チケット好評発売中！

前売

19：00〜19：30頃
（開場18：45）

19日(火) 休館日

「手水廻し」

桂 小春團治

☆ プラネタリウムで当日の星空解説

９月８日（金）開始！

バイオリン教室 書道教室
児童劇団フラップトリップ

7月29日16：00～19：00

( 開場 13：30 )

プラネタリウム新番組

13日(水) バレエ教室

朝顔まつり

開演 14：00

「エコとロジーのわくわく太陽系めぐり」
小学生エコとロボットのロジーが宇宙船に
7月29日
（土）
・8月26日
（土）
のって宇宙へ飛び出します。
スペースデブリを回収し宇宙環境を守り、
29日（土）
16：00〜は
「朝顔まつり」があるよ
未来の遊び場を守る大冒険！

〒578-0923東大阪市松原南２丁目7番21号
（近鉄奈良線東花園駅下車 北東へ約1ｋｍ）
TEL 072-962-0211
info@dream21.higashiosaka.osaka.jp

桂 小春團治の 笑って納涼！
笑って納涼！

どなたでもお気軽にご参加ください♪

12日(火) 幼児英会話教室

東大阪市立児童文化スポーツセンター

公式サイト・公式Twitter
（＠dream21 _info）にて休館日
やイベント情報公開中！

会場 ドリーム21 地下１階多目的文化ホール

10：30～15：00

科学・文化・スポーツの子どもひろば

ここに掲載されている情報は6月1日現在のものです。
変更・更新されている場合があります。
ご了承ください。

大阪樟蔭女子大学茶道部の学生によるお点前です。

11日(月) 休館日

16日(土)

子どもたちがお茶をたてる
「しゃかしゃか体験」もあります！

東大阪市文化振興協会・NTT‐F共同事業体
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