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連携・交流事業/
春のこども文化まつり※

出演グループ ジャンル 開催日

大阪市こども文化
協会　ほか

人形劇、紙芝居、
てづくりおもちゃ
ワークショップ、
映画上映会、こど
も教室の発表など

2/29（土）、
3/1（日）

４つめの「 」はわかったかな？
答えは…

だよ！

＊指定管理者制度…多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として導入された制度のこと。

開館以降のトピックス開館以降のトピックス
センターについて、
誰よりも詳しく
なっちゃおう！

鑑賞事業／こども劇場

こども団体鑑賞事業／こども芸術劇場

連携・交流事業（ボランティアによる鑑賞事業）／こども広場

教室名 講師 開催日

人形劇はじめま専科 東口次登
（人形劇団クラルテ） 9月～11月

レベルアップ講習 上田ぼんた、
幸晃彦　ほか 10月～3月

人材養成・交流・協働事業

教室名

昨年度もたくさん
イベントがあったよ！

●※マークがある事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催中止となりました。
●2020年8月～2021年3月末（予定）の期間は、ホール天井工事のため、ホール・控室の使用ができません。
　期間中の事業については、中止または会場等を変更して実施します。詳しくはホームページをご覧ください。

きみだけの「る」をみつけに、こども文化センターへあそびに来てね～！
最新のイベント情報は、ホームページをみてね♪
（問合せ先は裏表紙をごらんください）

４つめの「 」はわかった
答えは…

対象 ジャンル 演目（出演者） 開催日

小学校 オペラ 「タング―まほうをかけられた舌―」＋うたのステージ
（オペラシアターこんにゃく座） 6/6（木）、7（金）

幼稚園・保育所/園 人形劇 「おーいペンギンさーん」（人形劇団クラルテ） 10/16（水）、17（木）、18（金）、23（水）
24（木）、25（金）、29（火）、30（水）

出演グループ ジャンル 開催日
さっちゃん 人形劇、腹話術ほか 4/14（日）

グループ　ケロちゃん 手遊び、エプロンシアター、人形劇　ほか 5/12（日）

お話サークル くまの子 手遊び、人形劇　ほか 6/1（土）

おはなしひろば淀川 絵本の読み聞かせ、紙芝居、工作　ほか 7/7（日）

人形げきグループ　あんころもち 音楽人形劇、人形劇、ほか 8/11（日・祝）

さくらんぼ ピアノ演奏、歌、おはなし　ほか 9/7（土）

だるま座 腹話術、マジック、ハンドベル体験　ほか 10/6（日）

人形劇サークル　ぽっぽ 人形劇、音楽人形劇、ミニ工作　ほか 11/9（土）

人形劇グループ　ポレポレマカロン 腹話術、パネルシアター、人形劇　ほか 12/1（日）

人形劇とおはなしのふぅ～ 人形劇、パネルシアター　ほか 1/19（日）

グループ　ぬ！ 人形劇、パネルシアター　ほか 2/8（土）

みおつくし会 大型紙芝居、手品、ダンス　ほか 3/21（土）※

協働事業

ジャンル タイトル（出演者） 開催日
 映画 ひつじのショーン 4/11（木）

 映画 スチュアート・リトル＜日本語吹替版＞ 4/21（日）

 映画 魔女の宅急便 5/5（日・祝）

 音楽 こどものためのクラシックこんさーと ～０歳から楽しめる～（マーベラストリオ） ★ 5/19（日）

 オペラ「タング―まほうをかけられた舌―」＋うたのステージ（オペラシアターこんにゃく座） 6/9（日）

 映画 シンデレラ＜日本語吹替版＞ 6/20（木）

 音楽 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 夏休みファミリーコンサート【午前の部】 7/21（日）

 音楽 オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ 夏休みファミリーコンサート【午後の部】 7/21（日）

 映画 ヘラクレス＜日本語吹替版＞ 8/4（日）

  科学 夏休み 山田先生のわくわくドキドキのおもしろ実験ショー ～身近な不思議を体験しよう～（山田善春） 8/10（土）

 映画 カーズ＜日本語吹替版＞ 9/8（日）

 大道芸 ようこそ！ジャグリングの世界へ～ジャグラーみぞんの華麗なる技～ 9/22（日）

 映画 リトル・アインシュタイン＜日本語吹替版＞ 10/11（金）

 人形劇 おーいペンギンさーん（人形劇団クラルテ） 10/20（日）

 映画 ボルト＜日本語吹替版＞ 11/17（日）

 音楽 ０歳から楽しめる　クリスマスコンサート（佐野 慎平 ほか） ★ 12/15（日）

 映画 クリスマス★えいがフェスタ【午前の部】ディズニーのスペシャル・クリスマス/アイス・エイジ クリスマス＜日本語吹替版＞ 12/22（日）

 映画 クリスマス★えいがフェスタ【午後の部】アドベンチャー・オブ・クリスマス 冬の魔女とサンタのプレゼント工場＜日本語吹替版＞ 12/22（日）

 音楽 エウフォニカ管弦楽団 新春ファミリーコンサート【午前の部】 1/13（月・祝）

 音楽 エウフォニカ管弦楽団 新春ファミリーコンサート【午後の部】 1/13（月・祝）

 映画 リロ アンド スティッチ＜日本語吹替版＞ 1/26（日）

 音楽 ラララ♪きらきらコンサート～震災を忘れない～（Lien） 3/8（日）

 映画 ミッキーマウス クラブハウス ミッキーのスーパーアドベンチャー＜日本語吹替版＞ 3/15（日）

 映画 借りぐらしのアリエッティ＜日本語吹替版＞ 3/15（日）

こども教室

教室名 講師 開催日
週末チャレンジ！
こどもミュージカル プチ 羽根博司 5月

ミュージカル教室 羽根博司 7月～8月

ミュージカル教室2 羽根博司 10月～3月

ブラスバンド教室 田中めぐみ ほか 6月～3月
こども喜劇教室
「笑い塾」 砂川一茂 11月～3月

こども詩の会 橋本正勝、乾公人、
今井美之 4月～3月

発表事業

フェスティバル名 開催日

大阪市こども文化フェスティバル 8/24（土）、
25（日）

大阪市こども演劇フェスティバル 2/15（土）、
16（日）

クレオ大阪西・こども文化センター
主催教室 合同発表会 3/20（金・祝）

昭和30年11月 児童文化会館 開館（北区）
☆市民からの寄付で設立。小さいながらも、図書館や
ホールを備えていました。

昭和53年10月 こども文化センター設立準備のため、児童文化会館閉館
昭和54年11月 こども文化センター 開館（西区）

☆こけらおとし公演では文楽「三番叟」が上演されました。
第一回こども劇場 開催

8月 第１回こどもフェスティバル（現・大阪市こども文化
フェスティバル）開催

11月 第１回こども演劇フェスティバル 開催
昭和55年14月 ブラスバンドクラブ 発足
昭和56年14月 大阪市こども文化協会 発足
昭和59年11月 開館5周年記念誌「未来に翔ける」発行
平成元年13月 開館10周年記念誌「創る」発行
平成15年14月 土曜こども広場（現・こども広場）開始

☆学校週5日制実施にともない始められました。
10月 開館15周年記念誌「遊」発行

平成16年18月 戦後50周年記念事業
「プレイング・ピース・フェスティバル（平和を願うこど
ものまつり）」開催

平成10年18月 開館20周年記念誌「心輝く」発行
平成16年11月 開館25周年記念事業

☆劇作家・平田オリザさんと人形劇団クラルテ・　　
松本則子さんの講演会を開催しました。

平成21年14月 指定管理者制度に移行
（指定管理者：財団法人大阪市教育振興公社・ＳＰＳ［サントリーパブリシティ
サービス（株）］共同事業体）

平成22年13月 事業案内冊子「るるるるガイド」発刊
☆平成21年度以降、毎年発行しています。

平成24年13月 こども劇場　演劇「ワラシ－秘密基地に棲む妖怪－」を
上演（共催：全国児童・青少年演劇協議会 関西ブロック）

公演を開催しています。

平成25年14月 指定管理第二期 開始
（指定管理者：財団法人大阪市教育振興公社・ＳＰＳ［サントリーパブリシティ
サービス（株）］共同事業体）

平成27年14月 指定管理第三期 開始
（指定管理者：財団法人大阪市教育振興公社・ＳＰＳ［サントリーパブリシティ
サービス（株）］共同事業体）

平成28年13月 移転記念イベント「こぶんサンクスカーニバル ～３７年
間ありがとう～」 開催
☆西区の施設閉館を前に、集大成となるイベントを
開催しました。

3月末日 こども文化センター（西区）閉館
4月 クレオ大阪西（大阪市立男女共同参画センター西部

館）へ移転
クレオ大阪西・こども文化センター（此花区）営業開始
☆複合化施設として新たに生まれ変わりました。
指定管理第四期 開始
指定管理者：クレオ大阪西・こども文化センター共同事業体

5月 クレオ大阪西・こども文化センター「開館おひろめイベ
ント」開催

平成30年11月 開館40周年を迎える
11月 開館40周年記念公演「スーパーキッズ・オーケストラ」

開催
※各社の名称は当時

（構成企業：一般財団法人 大阪市男女共同参画のまち創生協会・一般財団
　法人 大阪教育文化振興財団・サントリーパブリシティサービス株式会社
　・グローブシップ株式会社）

※

※

※

※

事業名 開催日

大阪ジュニアバンド定期演奏会 4/14（日）

大阪市中学校総合体育大会ダンスの部
（春・秋）

6/2（日）、
9/29（日）

大阪市子ども育成連合会鼓笛隊 発表会 11/10（日）

OSAKA スマホサミット2019 12/1（日）

ハピネスふれあい音楽祭inこの花 12/8（日）

高校生のための照明技術講習会 1/11（土）

第39回大阪市立高等学校芸術祭 
演劇の部

2/1（土）、
2/2（日）

第14回フレンドシップコンサート 3/28（土）※


