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子どもの健やかな成長に「あそび」を通して貢献することを目指し、教育玩具の輸入・開発・販売とあそび

環境開発を行う株式会社ボーネルンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：中西弘子）は、屋内外

のあそび場、「ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園」と「ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園」に

て、秋の自然に触れる体験や様々な素材を使って自由な表現遊びができるワークショップを、9月 29日

（土）〜10月 31日（水）で開催します。 

 ワークショップ開催の背景 –ボーネルンド プレイヴィルについて-                         

気温や天気、風、匂いなど無限に変化し続ける自然の中で遊ぶことは、子どもの感性が育まれる大切な

体験です。また、あそびの中で感じたことを制限されることなく、自由に表現できる機会も欠かせません。

しかしながら、公園でも水や砂を使った泥遊びや木登りができなくなるなど、自然に触れられる機会は少

なくなっています。また表現遊びについても、親がどのように関われば良いのかわからない、家では汚れ

る心配があるため思う存分させてあげられないなどの理由から、その機会は失われがちです。 

当社は、自然との触れ合いや制限されることのない自由な表現遊び、存分に体を動かすあそびは子ど

もの成長に必要不可欠であると考え、こうした機会を保障するために屋内外のあそび場「ボーネルンドプ

レイヴィル」を大阪に 2店舗展開しています。屋外では水や砂、植物との触れ合いなど季節ごとに多様

に変化する自然の中で遊ぶことができます。屋内には、天候に関わらず思い切り体を動かして遊べるエ

リアのほか、汚れを気にせず自由に自己表現が楽しめる表現遊びエリアがあります。ここでは、絵の具

やねんど、屋外で拾い集めた落ち葉や木の実などの多様な素材を使い、思い思いの方法で表現する喜

びや楽しさを存分に体験できます。 

 親子で秋を体感 -自然遊び・表現遊びのワークショップを開催                          

ボーネルンド プレイヴィルでは、この秋、「Nature &Artプレイヴィルで探す秋」と題して、自然遊びと表

現遊びのワークショップを開催します。あそび場に常駐するプレイリーダーが、子ども一人ひとりに寄り

添いながら、ワークショップの中で感じたことや表現したことを、参加者全員で共有し、多様なものの見方

や感じ方に触れられるようプログラムを進行します。また、保育と自然をつなぐ研究会「ウレシパモシリ」

主宰の高橋京子氏による、自然遊びのワークショップも予定しています。 

これを通して、子どもの成長に必要であるにも関わらず、体験しにくくなっているあそびの機会を提供す

るとともに、親が自然遊びや表現遊びの大切さや楽しさに気づき、親子で遊ぶ際に役立つヒントが得ら

れる機会となることを目指します。 

 

 

 

 

 

 

身近な自然体験や影絵アート、キャンドルづくり、ハロウィン作品づくりなど 

親子で秋を体感できる、自然遊び・表現遊び 10のワークショップ 

9月 29日（土）〜10月 31日（水） ボーネルンド プレイヴィルにて開催 



 ワークショップ一覧                                                       

 スペシャリストと一緒に楽しむ！五感を育む自然遊び 

ウレシパモシリ 高橋京子氏によるワークショップです。葉っぱに

ついたしずくを次の人に渡してリレーをしたり、色水で垂らして模様

を描いたりと専門家ならではのあそびのヒントが詰まっています。

水をはじく葉っぱとそうでない葉っぱの違いを虫めがねで観察した

りと、子どもの興味に合わせて自然について探究します。 

【参加費】 親子 1組 2名 1,000円  【定員】 各回 8組 

【対象】 ①10:30～12:00 3～4歳  ②14:00～15:30 5歳～小学校低学年 

ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園 10月 20日 ①10:30～12:00 ②14:00～15:30 

ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園 10月 21日 ①10:30～12:00 ②14:00～15:30  

 

 マイバケツで秋探し 

ボーネルンドのロングセラー遊具「スーパー・タフバケツ」に好きな

絵を描いてマイバケツをつくり、そのバケツを持ってお散歩にでか

けます。落ち葉やどんぐりなど秋の自然に触れ、発見した秋を、お

友だちや家族と共有します。それぞれの感じ方や思ったことが違う

ことに気づくきっかけにもなります。 

【参加費】 1,000円   【定員】 各回 6組 

ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園 10月 13日、14日   ①11:00～ ②15:00～ 

ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園 10月 5日、6日、7日 ①10:30～ ②13:00～ ③15:30～ 

 

 マイキャンドルづくり&キャンドルナイト ※天王寺公園限定 

手の体温でやわらかくなるろうそくを使って、ねんどのようにして好

きな色や形のキャンドルをつくります。夕方からは、つくったキャン

ドルに火を灯すイベントも行います。 

○マイキャンドルづくり 

9月 29日、30日、10月 1日 ①10：30～ ②13：00～ ③15：30～ 

○キャンドルナイト 

9月 30日、10月 1日 17：30～点灯 雨天時は 10月 2日に実施 

 

 影絵ナイト ※大阪城公園限定 

日没後に光と影を使って、動物の絵を浮かび上がらせる影絵アー

トイベントを行います。夜には昼間とは違った発見が詰まっていま

す。 

10月 6日、7日 17：30～  雨天時は中止 

 



 ハロウィン・ワークショップ 

世界各地に伝わる、悪霊たちを追い払うカボチャのろうそく

立て「ジャック・オ・ランタン」づくりや、仮装のコスチューム

づくりを通して、ハロウィンの文化を体験できます。 

 

 

○ジャック・オ・ランタンづくり  【参加費】 1,000円 

ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園 10月 27日、28日 ①11:00～ ②15:00～ 

ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園 10月 26日、27日、28日  ①10:30～ ②13:00～ ③15:30～ 

○ハロウィンコスチュームづくり  【参加費】 500円 

ボーネルンド プレイヴィル 大阪城公園 10月 31日  ①11:00～ ②15:00～ 

ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園 10月 29日、31日  ①10:30～ ②13:00～ ③15:30～ 

○ハマビーズでハロウィンオーナメントづくり 【参加費】 500円 ※大阪城公園限定 

10月 26日 ①11：00～ ②15：00～ 

○ハロウィン仮面づくり  【参加費】 500円 ※大阪城公園限定 

10月 29日 ①11：00～ ②15：00～ 

○ハロウィンとんがり帽づくり  【参加費】 500円 ※大阪城公園限定 

10月 30日 ①11：00～ ②15：00～ 

 
 「ボーネルンド プレイヴィル 天王寺公園」 概要                                   

 所在地 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町 5 番 55 号 

 施設面積 216 坪（屋外エリア 66 坪、屋内エリア：150 坪） 

 営業時間 9：00～19：00（受付 18：30 まで） 

※冬季期間（11 月～2 月）は 9：00～18：00（受付 17：30 まで） 

 対象年齢 6 ヵ月～12 歳（大人も子どもと一緒に楽しめます） 

 利用料金 【基本】親子 1 組（保護者 1 名＋子ども 1 名）1,500 円（1 日時間無制限） 

（追加料金：子ども 1 人 1,000 円、保護者 1 人 500 円） 

【パ ス】親子 1 か月パス（保護者 1 人＋子ども 1 人）4,800 円 

（追加料金：子ども 1 人 3,500 円） 

 電話番号 06-6777-9889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 「ボーネルンド プレイヴィル大阪城公園」 概要                                   

 所在地 大阪府大阪市中央区大阪城 3番 9号 

 面積 376坪（屋外エリア：216坪、屋内エリア：160坪） 

 営業時間 9：00～19：00（受付 18：30まで） 

※冬季期間（11月～2月）は 9：00～18：00（受付 17：30まで） 

 対象年齢 6か月～12歳（大人も子どもと一緒に楽しめます） 

 利用料金 【時間制】 

子ども   最初の 30分 800円、以降 10分ごとに 100円 

大   人  600円(延長料金なし) 

【1日パス】 ※1日あそび放題、入退場自由 

子ども 1人 1,700円   大人 1人 600円 

 電話番号 06-6766-4606 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 ボーネルンドについて 】 
ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため 1981 年に設立し、一貫して“あそび
の道具と環境”を提供する事業を展開。一般家庭へ向け、子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道
具”を提案、全国 79 ヶ所で店舗を展開しています。同時に幼稚園や保育園、公園などに高品質な大型遊具や
教育道具の提供を含めたあそび環境の開発を行っており、現在までに手掛けた実績は国内約 3 万 5 千ヶ所
まで拡大しています。また、2004 年からは、子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子一緒に様々なあそびを
体験できる室内あそび場「キドキド」事業をスタート。全国 21 ヶ所、年間 277万人以上、「キドキド」のノウハウ
を取り入れた地方行政の室内あそび場を含めると全国約 33 ヶ所、年間 350 万人以上の親子が訪れていま
す。 

 

 

 

 

 

 【報道関係の方のお問い合わせ先】 

株式会社ボーネルンド 広報室 

担当：金山、村上 

℡：03-5785-0860 

e-mail public-relations@bornelund.co.jp 

【一般の方のお問い合わせ先（ご掲載用）】 

株式会社ボーネルンド 

℡：0120-358-518（月〜金 10:00〜17:00） 

mailto:public-relations@bornelund.co.jp

