
▼キンダリー　2017年　夏休みイベント一覧　　　　

イベント毎に定員があります。定員によりご参加いただけない場合がございます。 0707A

開催日 予定 イベント名 場所
理科

ロボット
英語 内容

参加費（税別）
【募集人数】

7/21(金) ランチ後 科学工作 キンダリー
GS通常

科学 力を工作に取り入れて科学を身近に感じよう！ 4000円  定員なし

7/24(月) 10:00-14:30 第一回
ボルダリング

ロックランズ葛西 GS通常
レプトン

ボルダリングを2時間行います。初めてでもインストラクター 方が教えてくれる で
安心です。こ 機会に体験してみよう！

4,000円【20名】

7/25(火) 13:00-17:30 第一回
ボウリング

高田馬場
シチズンプラザ

GS通常
レプトン

ボーリング大会！!自分に合ったボールを選び、しっかり持って
転がすようにしてみると、子どもでも高得点が取りやすいです。

3,500円【25名】

7/26(水) 午前中 絵本作り キンダリー
GS通常
レプトン

無料【全員参加】

7/27(木) 10:30-16:30 お札と切手 博物館＆
国立印刷局工場見学

お札と切手 博物館、

国立印刷局
GS通常
レプトン

お札に隠された秘密や歴史を探ります。お札やパスポートなどが偽造されない為に
ど ような技術が用いられ、作られている かを知ろう！

3,000円【30名】

7/28(金) ランチ後 映画「メアリと魔女 花」見
に行こう！ 豊洲ららぽーと

GS通常 新たな文化に触れよう。
映画を「感じる」ことで起きる変化を大切にします。

3,500円【20名】

7/31(月) 12:30-17:30 劇団四季 自由劇場
GS通常
レプトン

劇団四季、「嵐 中 子どもたち」を観劇します！
　仲間を信じ合い、助け合い、困難を乗り越えていく大冒険ミュージカル。

5,000円【20名】

8/1(火) 10:00-16:00 カヤック
江東区堅川
河川敷公園

午前Jet 対策　
GSなし
レプトン

初めてでもインストラクターが丁寧に教えてくれます。
先着10名限定！（１人大体１時間ほどカヤックに乗ります！）

3,500円【10名】

8/2(水) 12:30-17:30 日本フィルハーモニー交響
楽団

東京オペラシティ
コンサートホール

午前Jet 対策　
GSなし
レプトン

オペラ鑑賞・迫力満載 オーケストラ。歌って踊ってみんなで作るコンサート。こ
夏君も日本フィルハーモニー交響楽団 一員になろう！！ 6,000円【20名】

8/3(木) 12:00-17:00 おもしろ消しゴム工場へ
探検！ イワコー

午前Jet 対策　
GSなし
レプトン

子ども達に大人気 ,あ おもしろ消しゴム 製造裏を見に行こう。
もしかすると自分 消しゴム案が採用されるかも？！

3,000円【35名】

8/4(金) 13:00-17:00 魚釣り 品川フィッシング
ガーデン

明石・理科
豊洲・ロボ

午前Jet 対策　
GSなし
 レプトン

フィッシングガーデンで、魚釣り。ゲームで 体感できない実際 魚 引きなども感
じられるでしょう。また、目に 見えない水中を予測しながら試行錯誤する楽しさを

知ろう！
4,500円【15名】

8/7(月) 13:00-17:00 紙すき
暑中お見舞い

キンダリー
午前Jet 対策　

GSなし
 レプトン

牛乳パックで紙すき体験。
がきを作って暑中お見舞いを書こう！

3000円【30名】

8/8(火) 10:00-17:30 平和 森公園
アスレチック

平和 森フィールド
アスレチック

GSなし
レプトン

都内ナンバーワン！ 呼び声高い平和 森公園で、アスレチックを楽しみます。水
上コースもあり、池 上 コース 難易度がやや高め、落ちてズブ濡れ覚悟で着替

え 準備もしていこう！
3,000円【20名】

8/9(水) 13:00-17:00 スケート 高田馬場
シチズンプラザ

GSなし
レプトン

スケートリンク内 ７ C゚！動きやすく、暑くなれ 脱げる服で来てください。みんなで
夏 スケートを楽しもう！

4,000円【25名】

8/10(木) 12:30-17:00 クロネコヤマト
工場見学

羽田クロノゲート
GSなし
レプトン

現代人 生活に欠かせなくなった宅配便。
裏側 仕組み どんなふうになっているか、見学をしに行き、

人と機械が共に働く未来にも思いを馳せてみます。
3,000円【30名】

8/14(月) 13:00-17:30 科学技術館 科学技術館
午前Jet対策

GSなし
見て、触って、体全体で
科学と技術を学ぼう！

3,000円【20名】

8/15(火) ランチ後 どうぶつ将棋大会 キンダリー
午前Jet対策

GSなし
2008年に女流棋士 北尾まどか初段に考案された簡潔ルール 将棋。５才から遊

べ、大人もハマる。みんなで対戦してみよう！
無料【全員参加】

8/15(火) 10:30-12:00 ロボットプログラミング 勝どき校 勝どき・理科
午前Jet対策

GSなし

センサー、ライト、モーターなど 制御プログラミングを
組み上げながら、ロボットを実際に動作させることを体験します。

【受講条件】Hour of Code

4000円
【午前 部 各6名】

8/16(水)
~8/18(金) - サマーキャンプ 丹沢湖ロッヂ

英語レッスン
なし

大自然 中で過ごす2泊3日。昆虫採集や流しそうめん、木工工作、
キャンプファイヤーなどプログラムがもりだくさんです！

45,000円 
(キンダリ閉所)

8/21(月) 11:00-16:30 葛西臨海水族園 葛西臨海水族園 勝どき・理科
GS通常
レプトン

世界中 海 生き物に会いに行こう！ 3,500円【20名】

8/22(火) 10:00-16:00 カヤック
江東区堅川
河川敷公園

豊洲・理科
GS通常
レプトン

初めてでもインストラクターが丁寧に教えてくれます。
先着10名限定！（１人大体１時間ほどカヤックに乗ります！）

3,500円【10名】

8/23(水) 13:00-17:00 出張お好み焼き教室
築地また 日本橋
社会教育会館

明石・ロボ
GS通常
レプトン

ソース おたふく 社員さんにお好み焼き作りを
教えてもらおう！

3,000円【24名】

8/24(木) 13:00-17:30 ボウリング
シチズンプラザ

高田馬場
勝どき・理科
豊洲・ロボ

GS通常
レプトン

ボーリング大会！!自分に合ったボールを選び、しっかり持って転がすようにしてみ
ると、子どもでも高得点が取りやすいです。

3,500円【25名】

江東区小学校夏休み終了

8/25(金) 13:00-15:30 １day理科実験 キンダリー
勝どき校舎

明石・理科
豊洲・ロボ

GS通常 入浴剤を作ろう！ 3000円【30名】

8/25(金) 10:30-12:00 ロボットプログラミング 勝どき校 勝どき・理科 GS通常
センサー、ライト、モーターなど 制御プログラミングを

組み上げながら、ロボットを実際に動作させることを体験します。
【受講条件】Hour of Code

4000円
【午前 部 各6名】

8/28(月) 10:00~11:30
14:00~15:30 ロボットプログラミング 勝どき校 勝どき・理科

GS通常
レプトン

センサー、ライト、モーターなど 制御プログラミングを
組み上げながら、ロボットを実際に動作させることを体験します。

【受講条件】Hour of Code

4000円
【午前午後 部 各6名】

8/29(火) 10:00-14:30 ボルダリング ロックランズ葛西 豊洲・理科 GS通常
レプトン

ボルダリングを2時間行います。初めてでもインストラクター 方が教えてくれる で
安心です。こ 機会に体験してみよう！

4,000円【20名】

8/30(水) ランチ後 がすてなーに がすてなーに 明石・ロボ
GS通常
レプトン

ガス 科学館「がすてなーに」を見学します。
身近にある に知らないことも多い、ガスについて学びます。

無料【全員参加】

１）イベント参加する場合 「登録曜日」また 「夏パック ご利用日」であることが参加条件になります。登録曜日でない場合 、別途スポット利用料がかかります。
２）天候・天災又 交通機関 状態によりイベントが開催されない場合があります。予めご了承ください。
３）イベント参加費に 交通費 含まれておりません。交通費がかかるイベントについて チャージ済み 小児用 PASMO等をお持たせください。
小銭 紛失する可能性があります で、キンダリーに 持たせないでください。 PASMO、Suicaをお持ちでない場合 イベント当日までに駅窓口で
ご購入くださるようお願いいたします。


