2022 年 4 月 22 日

“甲子園キッズフェスタ〜2022 spring〜”開催決定
ご家族で甲子園エリアにお越しください！
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：秦雅夫）が運営する阪神甲子園球場では、2022 年 5 月 15
日(日)に「甲子園キッズフェスタ〜2022 spring〜」を開催します。
本イベントは、「野球開催のない日にも甲子園エリアにご来場いただけるきっかけづくりの一つ」として開催す
るもので、阪神甲子園球場やその周辺に、小学生以下のお子様とそのご家族にお楽しみいただけるコンテンツが集
合します。イベントは入場無料で、当日の参加が可能です（一部事前予約制や有料のコンテンツあり。）。是非甲子
園エリアにお越しください。
スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会

阪急阪神 未来のゆめ・まちプロジェクト

本イベントは上記協議会の事業や当社グループの社会貢献活動
の一環として開催します。

イベントの詳細は次ページ以降のとおりです。

１

『甲子園キッズフェスタ〜2022 spring〜』について
開催日時
2022 年 5 月 15 日(日) 10:00〜16:00

２

会場
阪神甲子園球場（周辺含む。
）／三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園

３

特設サイト
https://www.hanshin.co.jp/koshien/kidsfesta/

４

参加方法
入場無料、事前登録不要で当日ご参加いただけます。
※混雑回避のため入場制限を実施する可能性がございます。
また、一部のコンテンツは事前予約制となります。事前予約制の教室の内容・お申込みの詳細は、
特設サイト又は下記イベント概要をご覧ください。

５

イベント概要

（１） スポーツ体験
ブレイクダンス教室、スケートボード教室、なわとび・ダブルダッチ、キッズチェイスタグ等のスポーツ体験
やコンテンツをご用意しています。タイガースアカデミーのベースボールスクール体験も開催いたします。
※一部のコンテンツは有料・抽選となります。

キッズチェイスタグ体験

なわとび・ダブルダッチ体験

タイガースアカデミー
ベースボールスクール体験

【無料・事前予約制】
☆タイガースアカデミー

ベースボールスクール

阪神甲子園球場 3 塁ブルペン（予定）において未経験者限定の野球教室を開催！ 阪神タイガースのアカデミ
ーコーチが丁寧に教えます。野球デビューのきっかけを探すお子様に是非ご参加いただきたいプログラムです。
■開催時間＆お申込み方法
下記申込フォームから抽選にお申込みをお願いします。抽選に当選された方へは 5 月 12 日（木）までに、
当日の案内をお送りします。
※抽選結果のご連絡は、当選者の方のみとさせていただきます。

部

開催時間（予定）

参加条件

お申込みフォーム

1部

10:30～11:10

4 歳～12 歳 女の子限定

https://forms.gle/hUCYtw1bJPEmjvjC8

2部

12:30～13:10

4 歳～5 歳 男女参加可

https://forms.gle/vhNLCcTonQXtKNNV8

3部

13:20～14:00

6 歳～8 歳 男女参加可

https://forms.gle/kf4NUaJiCEQPLpLr6

4部

14:10～14:50

4 歳～5 歳 男女参加可

https://forms.gle/KnZbMsxhF4jbb2f36

5部

15:00～15:40

9 歳～12 歳 男女参加可

https://forms.gle/4TCf3KiTKJqMDhZq5

☆ブレイキン（ブレイクダンス）教室
ブレイクダンス世界一のチーム「FOUNDNATION」のメンバーとして世界中の人々を魅了する BBOY KOSSY（コッ
シー）によるブレイキン教室。小学 1 年生〜6 年生限定の初心者向けです。
未経験のお子様も気軽にご参加ください。※保護者同伴でのご参加をお願いいたします。
■開催時間＆お申込み方法
下記申込フォームから抽選にお申込みをお願いします。後日抽選に当選された方に当日の案内をお送りします。

部

開催時間（予定）

参加条件

1部

10:15〜1１:15

６歳～12 歳

2部

13:30〜14:30

６歳～12 歳

お申し込みフォーム
https://forms.gle/v7NNXEkEWc5eSWo69

☆スケートボード教室
日本スケートボーディング連盟によるスケートボード教室です。小学 1 年生〜6 年生限定の初心者向けの教室
となります。「スケートボードを始めてみたものの、教室には行ったことがない」といったお子様に日本スケ
ートボーディング連盟のスタッフが丁寧に教えます！
※スケートボード教室への参加はスケートボード・ヘルメット・プロテクターをご持参していただける方とな
ります。販売・貸出等のサービスは提供しておりません。※保護者同伴でのご参加をお願いいたします。
■開催時間＆お申込み方法
下記申込フォームから抽選にお申込みをお願いします。後日抽選に当選された方に当日の案内をお送りします。

参加条件

部

開催時間（予定）

1部

11:45〜12:45

6 歳〜12 歳

2部

15:00〜16:00

6 歳〜12 歳

★スケートボード・ヘルメット・プロテクターを
ご持参ください。

お申込みフォーム

https://forms.gle/v7NNXEkEWc5eSWo69

【有料・事前予約可】
☆こどもらんど〜身体と頭をフル活用！のりもの＆スポーツ体験〜

4 種のアトラクションが楽しめる「こどもらんど」を開催！横方向に進む「キッズクライミング」
。年齢・体格
に関わらず楽しめる「ボッチャゲーム」。「ＵＦＯキッズカー」「ふわふわ遊具」「キッズ乗り物」等、様々なコ
ンテンツがミズノスクエアに集合します。事前予約は下記の予約フォームからお願いいたします。
■エリア入場料金
お子様 1,000 円（税込）/ 時間
（大人お一人 500 円（税込）追加料金なし）
■お申込み方法について
下記予約フォームからご予約をお願いします。
※当日参加も可能ですが、混雑時は事前予約の方優先となります。
※混雑回避のためエリアの入場制限を実施する可能性がございます。
■「こどもらんど」予約入力フォーム：https://t.livepocket.jp/e/37_3w

（２） ワークショップ
ミニ四駆の組立て＆コース試走体験、プログラミング体験、阪神電車のペーパークラフト＆塗り絵体験、ハン
ドメイドワークショップ＆雑貨販売（手シゴトマルシェ）、鉄道グッズ販売等、創って学べるワークショップ
を開催します。※一部コンテンツは有料となります。詳細は現地ブースでご確認ください。

ミニ四駆の組立て＆試走体験

ハンドメイドワークショップ＆雑貨販売

プログラミング体験（プログラボ）

（料金：ミニ四駆キット 1,210 円（税込）～）

（料金：材料費 400 円（税込）～）

（無料）

（３）はたらくのりもの見学
警察車両、消防車、GR ヤリスの展示用ラッピングカー、ミニ四駆ドリームカー、阪神甲子園球場で活躍してい
るリリーフカーやグラウンド整備車両の実車展示を行います！
※一部車両は緊急事態その他の都合により、展示を中止・中断することがございます。
※消防車両の展示時間は 10:00～13:00 を予定しております。

警察車両
（前回の様子）

消防車両

GR ヤリス
ラッピングカー

ミニ四駆ドリームカー

（４）甲子園散策
甲子園エリアを楽しみながら散策いただけるイベントを開催します！体力アップにチャレンジできる「わくわ
く！甲子園体力チャレンジラリー」と親子で頭とからだを使って楽しむ「謎解きウォーキングアルクエスト」
に是非ご参加ください。
※謎解きウォーキングアルクエストは事前予約が必要です。詳しくは、下記をご確認ください。
【有料・事前予約制】
☆謎解きウォーキングアルクエスト

3 歳から小学生の親子を対象とした謎解きイベントです。阪神甲子園球場外周と三井ショッピングパーク らら
ぽーと甲子園館内に隠された謎を探し出して全問正解を目指してください！
※有料・事前予約制となります。10:00〜16:00（14:30 受付終了）です。
※本イベントは 5 月 14 日（土）も同時間帯で開催します。
■参加費
600 円（税込）/１名 ※付添いの保護者は無料
■参加方法について
下記の参加フォームからご登録をお願いします。
当日の登録も可能ですが、事前にご入力いただくことで
スムーズにご参加いただくことができます。
謎解きウォーキングアルクエスト
■参加フォーム：https://neogalaxy.jp/alquestinhyogo
（前回の様子）

（５）ステージイベント
ブレイキン（ブレイクダンス）
、フリースタイルフットボール、BMX フラットランド等、世界レベルのパフォー
マンスと武庫川女子大学ダンス部・エアロビックダンス部のダンスを球場のスタンドに設置したステージでご
覧いただけます！
※ステージスケジュールは、イベントサイトにて決定次第公開します。

BBOY KOSSY

La Classic

北山 努

（６）阪神甲子園球場グルメ
野球開催日の名物グルメ「甲子園カレー」を販売します（球場内野 2 階の売店で販売、営業時間は 11 時～14
時の予定）
。店舗近くのスタンド座席も開放、グラウンドを見ながらご購入いただいたグルメを楽しめます。
その他、お子様に人気のディッピンドッツアイスクリーム等、様々なグルメの販売を予定しています。

甲子園カレー

ディッピンドッツアイスクリーム

（７）主催・共催・協賛・協力
■主
催： 阪神甲子園球場
■共
催： スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会
（西宮市、三井不動産株式会社、武庫川女子大学、当社 等）
阪急阪神ホールディングス株式会社
■協
賛： 三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園
■特別協力： 兵庫県 甲子園警察署、西宮市 鳴尾消防署、
EPIC.EXE、ネッツトヨタ神戸株式会社、
阪神タイガース（タイガースアカデミーベースボールスクール）
、
プログラボ教育事業運営委員会（株式会社ミマモルメ）
、ホビーショップ・ガネット、
株式会社ミキシング、RopeRhythm、株式会社トリデンテ、株式会社ウエルネス阪神、
株式会社新創社

（８）同時開催イベントについて
当日、甲子園駅前広場では、3×3 バスケットボールのエキシビジョンマッチイベント「3x3 BASKETBALL EPIC
GAMES IN 甲子園駅前広場」を開催いたします。プロチーム同士のマッチ開催ほか、地元小中学生による試合、
フリースロー体験、グッズ販売、試合の合間のステージでは、阪神タイガースアカデミーダンススクールのダ
ンスのショー等、盛りだくさんで開催します。こちらもお楽しみください。詳細は EPIC.EXE のイベント情報
サイトをご確認ください。
■EPIC.EXE のイベント情報サイト：http://hanshin-epic-3x3.jp/event/

西宮市スポーツ振興基金運営事業 主催:一般社団法人宮っ子クラブ
（９）ご注意
・天候、感染症の流行状況等によっては、「甲子園キッズフェスタ〜2022 spring〜」及び同時開催イベント
「3x3 BASKETBALL EPIC GAMES IN 甲子園駅前広場」は中止又は内容を変更する場合があります。
・雨天時開催予定のコンテンツについては、特設サイトをご確認ください。
・イベント会場内の各体験での怪我、その他事件・事故等については自己責任でお願いします。
・本イベント参加に起因するいかなる損害についても一切の責任は負いかねます。
・本イベント会場に遊具、ペット、その他会場側が適当と認めないものを持ち込むことはできません。
・未成年のお子様の参加については、保護者の方による責任において参加ください。
・「はたらくのりもの見学会」で展示する一部車両は緊急事態その他の都合により、展示を中止・中断するこ
とがあります。
・イベント中、主催者又は主催者の許諾を受けた第三者が記録・広報・報道の目的で写真・動画を撮影しま
す。撮影した写真・動画は、チラシ、ポスター、広告、新聞、雑誌、書籍、テレビ、ラジオ、インターネッ
ト等で利用・公開（販売又は広告のための利用を含む。
）することがあります。
・会場ではマスクの着用を必ずお願いします。
・会場にアルコール消毒液を設置します。感染症対策にご協力ください。
・球場内（コンコース・スタンド）への入場時は検温、手指消毒にご協力いただきます。検温で 37.5℃以上を
検知した場合には、ご入場をお断りします（同伴者を含みます。
）
。来場前に体調を確認いただき、咳、のど
の痛み、体のだるさ、発熱等の体調不良がある場合は、参加をお控えください。
・運営スタッフもマスクの着用等により感染症対策を実施いたします。

以上

