
報道関係者各位  2021 年 9 月 13 日 

第 9回 咲洲こども EXPO2021 

未来に役立つことを集めて 

11 月 13日（土）・14日（日） に開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATC（アジア太平洋トレードセンター株式会社）では、咲洲地域の企業・団体・学校・行政のメンバー

と共に、子どもの遊びと学びを提供する「第 9 回咲洲こども EXPO2021」※を今年も開催いたします。 

「SDGs」をわかりやすく伝えるため、今年は「子ども達の未来に役立つこと」をテーマに、普段の学

校生活では体験しづらい企画も含め、35 件のプログラムを集めました。 

新たなプログラムとしては、英語で外国人ファミリーとピクニックを楽しむ国際交流イベント、親子で

防災を考えるワークショップなどが加わりました。 

毎回好評のセレクトされた絵本と遊びの世界、海辺のオペラコンサート、チームで表現するダンスフェ

ス、大阪・関西万博の PR など、次代を担う子ども達の気付きに繋がり、想像力を育むコンテンツが多数

揃っております。 

新型コロナウイルスの影響で、外出の自粛、学校行事やお祭りの中止など、子どもたちの遊び・学ぶ機

会が減少する中、本イベントでは、今できることを集めて開催いたします。コロナ対策を万全に、一部オ

ンライン配信なども併用して開催いたしますので、ご家族でのご参加をお待ちしております。 

 

※2013 年「咲洲こどもフェスタ」としてスタートし 2019 年に「咲洲こども EXPO」に改称 

 

 

 

本リリースの 

お問い合わせ先 

咲洲こども EXPO 実行委員会事務局 ［アジア太平洋トレードセンター株式会社 広報企画室］ 

谷本 知子 【TEL】080-4065-4043 【E-mail】t-tanimoto@atc-co.com 

URL  https://www.atc-co.com    〒559-0034 大阪市住之江区南港北 2-1-10ATCビル ITM12F 

mailto:t-tanimoto@atc-co.com


■ 開催概要  

1 日 時： 令和 3 年 11 月 13 日（土曜日）、11 月 14 日（日曜日） 

2 会 場： ATC（アジア太平洋トレードセンター）、大阪府咲洲庁舎（さきしまコスモタワー）［大阪市住之江区南港北 1 丁目］ 

3 対 象： どなたでもご参加いただけます。 

4 主 催： 咲洲こども EXPO 実行委員会 

［大阪府・大阪市・住之江区・森ノ宮医療大学・相愛大学・アジア太平洋トレードセンター株式会社］ 

5 参加申込： 不要（ただし、一部コンテンツは事前予約・事前登録が必要です。）   

※定員（5,000 人／日）に達した際は入場を制限させていただきますことをご了承ください。 

6 入 場 料： 無料（ただし、一部有料コンテンツがあります。） 

7 W E B： https://www.atc-co.com/kodomo-expo2021/ 

8 プログラム： 35 件 

 

■ 主なプログラム（抜粋） ※他のプログラムは WEB でご覧いただけます。 

 

・5 つのスタンプを探す旅 スタンプウォーク [11 月 13 日、14 日] 

広い会場内を、スタンプ台帳（受付にて配布）を持って旅しよう！スタンプを全て集

めて応募すると抽選で素敵な景品が当たる！遊びながら SDGs についても知ること

もできます。 

 

・絵本展 DanDan ～親子で絵の本ひろばを楽しもう！～ [11 月 13 日、14 日] 

懐かしの名作から最新の絵本まで、約 500 冊の絵本を揃えました。思い出の本や、新

たに見つけた本の感想を、親子で会話をしながら楽しむ空間です。想像力を豊かにす

る『読み聞かせ会』や、ペーパークラフトのワークショップも実施します。ダンボー

ルの迷路やすべり台などの遊具もあります。 

 

・あべの親子防災部「親子で防災ミニキャンプ」[11 月 13 日、14 日] 

「いざという時、子どもを守れますか？」をキーワードに、乳幼児を抱える家庭向け

に防災啓発活動を行います。家族で楽しみながら、防災の知識を学ぶイベントとして、

テント張り・防災クッキング・防災グッズをつくるワークショップ・簡易トイレ体験・

などを実施します。 

 

・GLOBAL MOM TO MOM「親子で世界と繋がろう！」[11 月 13 日、14 日] 

サモア人パパと「英語 JUDO（柔道）」、インド人ママと「英語アート」、アメリカ人

パパと「英語ミュージック」、世界各国の親子と「英語ピクニック」など国際交流イ

ベントを実施します。外国人を身近に感じ、英語を使ってコミュニケーションをする

楽しさを味わい、世界に興味を持つきっかけになればと考えています。 



・海洋プラスチックごみ問題啓発イベント [11 月 13 日、14 日] 

海洋プラスチックごみ問題に対する理解や関心を深めていただくため、「海ごみすご

ろく」などの親子で楽しく体験しながら学べるイベントや、マイボトルのデザインコ

ンテストを開催します。また、13 日には、大阪府内の高校生が「プラスチックごみゼ

ロの歌」などの演奏を披露します。 

 

・「税を考える週間」啓発イベント [11 月 13 日、14 日] 

11 月 11 日から 17 日までの「税を考える週間」に関連して、府民の方々に税に対す

る理解や関心を深めていただくため、税について楽しく学べるイベントを開催します。 

 

・咲洲コスモタワー展望台こども入場料無料 [11 月 13 日、14 日] 

地上 252m から大阪平野を見渡せる絶景の展望台。期間中は中学生以下に入場料無料

（保護者同伴に限る）で解放します。さらに、射的やヨーヨー釣りなど、昔ながらの

遊びを楽しめる「天空の縁日」（有料）も開催します。 

 

・不法投棄防止キャンペーン [11 月 13 日] 

キャラクターとの写真撮影会、パネル展示、ゲームなどを通して、産業廃棄物や不法

投棄について、親子で楽しく学べるイベントを開催します。 

 

・親子で学ぶ自転車交通安全教室 [11 月 13 日] 

11 月の「自転車マナーアップ強化月間」に合わせて、自転車ルールを楽しく学べる

自転車シミュレータの乗車体験会を行います。参加者には交通安全啓発品のプレゼ

ントもご用意しています。 

 

・第 13 回相愛大学音楽学部サンセットファミリーコンサート 

「海辺のコンサート～いつも心に歌を～」[11 月 13 日] 

コロナ禍で様々な制限が強いられる中、音楽を聴くことで心が穏やかになったり、リズ

ムに合わせて自然と身体が動いたり、気分が晴れやかになることもあります。相愛大学

の学生と教員による、童謡唱歌、ジャズの要素を取り入れたミサ曲、そして、モーツァ

ルト作曲のオペラ《コジ・ファン・トゥッテ》からいくつかのナンバーをお届けします。

音楽がもたらす効果を生で体験してください。 

 

・相愛大学「親子でおはなしを楽しもう！」[11 月 13 日] 

｢おはなしを通して豊かな心を育もう｣をテーマに相愛大学子ども発達学科の学生・教員

と一緒に、劇、ペープサート、紙芝居などを親子で楽しみ想像力を豊かに広げましよう。 

 



・人形劇団クラルテ「人形をつくってあそぼう♬」[11 月 13 日]  

「子どもたちが生の舞台芸術に触れ豊かな感性を育んでほしい」と願うクラルテから、

人形作りの体験を通して、人形劇との出会い、つくること・想像することの喜びを伝え

ます。今回は、簡単に子ども達が動かして遊べる人形を作ります。 

 

・NTT ドコモレッドハリケーンズ大阪「ラグビーボールに触れてみよう！」[11 月 13 日] 

咲洲を拠点にし、日本最高峰の「ジャパン ラグビーリーグ ワン」に所属するレッドハ

リケーンズ。ラグビーの認知向上にと、実際に試合で使用するラグビーボールに触れて

いただく場を提供します。 

 

・シュライカー大阪「ドリブルレース」 [11 月 14 日] 

フットサルを通して、誰もが様々なスポーツや文化に触れあい、運動することの楽しさを

学んでもらうイベントを開催します。 

 

・咲洲ダンスフェス´21 秋グランプリスペシャルショーケース [11 月 14 日] 

関西屈指のダンスの祭典。高校 3 年生までのダンスチームによるエキシビジョンマッ

チを開催します。積み重ねた練習の成果を、軽快で楽しく、時に胸を打つ感動的なパフ

ォーマンスにして、元気と笑顔を発信します。 

 

・あそんでまなぼう！SDGs クエスト [11 月 14 日] 

親子で SDGs にまつわるクイズにチャレンジし、その正解数により大型の「だるま落と

し」に挑戦するゲームです。さらに、その様子を撮影し、効果音や炎のエフェクトなど

を合成した、カッコイイ動画にしてプレゼントします。 

 

・2025 年大阪・関西万博 PR [11 月 14 日] 

2025 年大阪・関西万博のロゴマーク入りグッズの作成や万博のイメージ映

像も放映など、万博開催への期待が膨らむイベントを開催します。 

 

 

【オンライン配信】 

・ガールスカウト大阪府連盟「親子で楽しくむすんでみよう！楽しくロープ結び！」[11 月 13 日、14 日] 

毎日の暮らしにも、キャンプや万が一の災害にあったときにも役に立つ、ロープ結び

を紹介します。私たちの回りには、たくさんの便利グッズがありますが、それが使え

ないとき、自分自身や周りの人の役に立てるかもしれません。 

 

 



 

このほかにも楽しいイベントを企画しています。 

※詳細については、WEB サイトをご参照ください。 

※内容等については変更になる場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症の状況次第ではイベント内容の変更および中止とする場合があります。 

 

■ご来場時の新型コロナウイルス感染症防止対策のお願い 

・施設内ではマスクの着用にご協力をお願いします。 

・入場時の手指消毒、検温等にご協力をお願いします。 

・発熱等の症状がある方は、ご入場をお断りいたしますので、予めご承知ください。 

・定員を 5,000 人／日とし、定員に達した際は入場を制限させていただきますことをご了承ください。 

・本イベントでは、COCOA、大阪コロナ追跡システムを導入しています。来場された際は、システムへ

の登録にご協力をお願いします。 

・その他、咳エチケットなどの感染症防止対策へのご協力をお願いします。 

 

 

 


