
 
平成２７年１２月１日 

 （１５－３９号） 
各  位 

株式会社西武ホールディングス 

 

「西武グループ こども応援プロジェクト」 

今冬も「“お子さまが主役”となって新しいことに“挑戦”」！！ 
～さまざまなプログラムを全国各地で開催～ 

 
 

西武グループでは、「お子さまの健やかな成長」と「ご家族の大切な思い出づくり」を目的として、西武グループ

の多種多様な事業特性を活かし、お子さまにさまざまな体験をしていただく、「西武グループ こども応援プロジェ

クト」を２０１０年より各地で展開しており、今冬も「“お子さまが主役”となって新しいことに“挑戦” 」をテ

ーマにさまざまなプログラムを開催します。 

 

 

 

・パティシエのお仕事体験をしながらクリスマスクッキーリース作りをするプログラム（別紙Ｎｏ．１９） 

・森での落ち葉拾いを通じて自然の循環について学ぶプログラム（Ｎｏ．２６） 

・星座や宇宙について理解を深めることのできる星空探検プログラム（Ｎｏ．２０、２１） 

・西武グループが保有するスキー場での雪合戦、雪の中の宝探しイベント、ソリ遊びなど雪遊びを体験できる 

プログラム（Ｎｏ．１１、１２、１３、１４）など 

     

近年、パソコンやスマートフォンの普及によって、お子さまでも容易に情報が収集できる便利な時代になりましたが、

西武グループでは、お子さまに単に情報を提供することで学んでいただくだけではなく、お子さまが身をもってさまざま

な経験を積み、そしてその後にはグローバルに羽ばたいていただきたいという想いを込めて、たくさんのことに挑戦でき

る企画をご用意いたしました。この「西武グループ こども応援プロジェクト」を通じて、お子さまが自ら得た体験を胸

に、考える力や創造する力、生み出す力を高めることの一助になればと考えております。 

 

また、このたびプリンスホテルではお子さま向けの会員組織「プリンスキッズクラブ」を発足して12月19日（土）

より募集を開始いたします。ホテルやスキー場などを訪れるお子さまが「主役」となってホテルステイやレジャー

利用をお楽しみいただき、印象深き良い思い出となるよう、さまざまなサービスや特典を展開してまいります。 
 

なお、本リリース発表以降も新たな企画を随時以下の「西武グループ こども応援プロジェクト」Ｗｅｂサイトに

てご案内してまいります。各プログラムの詳細についてはＷｅｂサイトまたは、各施設にお問い合わせください。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.seibugroup.jp/kodomo-support/ 

この資料は次のところへお届けしております  

●国土交通記者会 ●都庁記者クラブ ●埼玉県政記者クラブ ●所沢記者クラブ ●川越記者クラブ ●立川記者クラブ 

本件に関する報道各位からのお問合せ 

株式会社西武ホールディングス 広報部 担当：赤坂、高橋 TEL.（０４）２９２６－２６４５ 

プログラムの一例 

パティシエ体験（Ｎｏ.１９）とパンダルマンキッズスクール（Ｎｏ.３１）のイメージ画像 

http://www.seibugroup.jp/kodomo-support/
http://www.seibugroup.jp/kodomo-support/


＜別紙＞

No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

1 その他 プリンスホテル
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪

FAMILY Christmas Stay
ファミリークリスマスステイ

２０１５年１２月１９日(土)
～１２月２５日(金)

今年のクリスマスはホテルで楽しく過ごしま
せんか。レストランではクリスマスキッズメ
ニューをご用意してお待ちしております。

１室３名利用時
おとな １３，２１６円～
こども １０，２４６円～

2 その他 プリンスホテル グランドプリンスホテル新高輪
「クリスマスホリデイｗｉｔｈサ
ンタクロース」宿泊プラン

２０１５年１２月１９日(土)

フィンランドのサンタクロース公認ホームタウ
ン・ロヴァニエミからサンタクロースがやって
きてお部屋にプレゼントをお届けする宿泊プ
ランです。１日１０組さま限定です。

１室２名利用時
１名 ２６，３４８円～

3 その他 プリンスホテル
ザ・プリンス さくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪

高輪のお正月
ニューイヤープラン２０１６

２０１５年１２月３０日(水)
～２０１６年１月３日(日)

お餅つきや昔ながらの日本の遊び、大福茶
など多彩な催しを、ご家族みなさまでお楽し
みいただけるご宿泊プランです。

１室３名利用時
おとな １１０，４００円～
こども ７６，４００円～
※２泊３日の料金

4 その他 プリンスホテル 品川プリンスホテル
サンタクロース
グリーティング

２０１５年１２月２０日(日)

ホテルのロビーにフィンランドからやってきた
サンタクロースが登場し、お客さまと一緒に
記念撮影や握手をするイベントを実施いたし
ます。

無料

5 体を動かそう プリンスホテル
品川プリンスホテル
ボウリングセンター

ボウリング家族割プラン

２０１６年３月２７日(日)ま
での土休日
※１２月２６日(土)～１月
３日(日)を除く

土曜、日曜、祝日の１８:００までに家族で利
用すると、１名さま２ゲーム(貸靴付)がお得に
なる割引プランです。（最終受付１７：００ま
で）

おとな１名と大学生以下の
こども１名 ２，６００円
追加：
おとな１名 １，５５０円、
大学生以下 １，０５０円

6 その他 プリンスホテル 新横浜プリンスホテル 天空の音楽会
２０１６年１月２９日(金)・
２月２６日(金)・３月２５日
(金)

地上１４０mに位置する「スカイチャペル」（４１
F）で毎回違った楽器編成の生演奏会を行っ
ております。生演奏に触れていただけるこの
機会にぜひお子さまもご参加ください。
ご参加はご予約制です。

１名 １，０００円
※ワンドリンク、サービス
料込

7 その他 プリンスホテル 新横浜プリンスホテル
添い寝のお子さま歓迎！
家族で新幹線の見えるお部
屋に泊まろうプラン

２０１６年３月３１日(木)ま
で

新幹線の見えるお部屋をお約束。添い寝（未
就学児）のお子さまには添い寝アメニティをご
用意いたします。

１室３名利用時
１名 ６，６３０円～

8 体を動かそう プリンスホテル 新横浜スケートセンター 冬休み短期スケート教室
２０１５年１２月２６日
(土)・２８日(月)・２９(火)
の３日間

５才～小学生までのお子さまを対象とした短
期集中のスケート教室です。新横浜スケート
センター専属のインストラクターがクラス別に
丁寧に指導いたします。

９，６００円
※３日間のレッスン料、貸
靴料、保険料込

9 その他 プリンスホテル 川奈ホテル
シャボテン公園 or ぐらんぱ
る公園入園券付プラン

２０１６年３月３１日(木)ま
で

世界のサボテンやたくさんの動物と触れ合え
る【伊豆シャボテン公園】、アスレチックや乗り
物などで人気のテーマパーク【伊豆ぐらんぱ
る公園】のいずれか選べる入場券付きの宿
泊プランです。

１室２名利用時
１名 １２，６７６円～

10 その他 プリンスホテル 川奈ホテル
箱根の美術館で満喫～入場
券付き宿泊プラン

２０１６年３月３１日(木)ま
で

箱根ガラスの森美術館 ・箱根ラリック美術館
・ポーラ美術館 ・星の王子さまミュージアム ・
成川美術館から行きたい施設を１つチョイス
できる入場券付きの宿泊プランです。

１室２名利用時
１名 １２，６２６円～

11 体を動かそう プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
冬のキッズチャレンジ
「とつげき！雪合戦サバイバ
ル×挑戦キッズクライマー」

２０１５年１２月１２日(土)
～２０１６年２月２８日
(日)の指定日

今年の冬は本格的な雪合戦に挑戦！ヘル
メットをかぶって、全身雪まみれになって相手
陣地にとつげきだ！森の家に戻ったらあたた
かい屋内でクライミングにチャレンジ！

半日（３時間） ５，０００円
１日（７時間・お弁当付）１
１，０００円
※体験料、傷害保険料、
材料費込

12
体を動かそう
作ってみよう

プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル

冬のキッズチャレンジ
「みつけだせ！雪の森のトレ
ジャーハンター×きらめく
キャンドル作り」

２０１５年１２月１２日(土)
～２０１６年２月２８日
(日)の指定日

雪山に隠された伝説のお宝を探しに出発進
行！宝の地図を手に、みんなで力を合わせ
て数々の試練をクリアせよ！すべての試練を
クリアしてお宝を見つけたらみんなで山分け
だ！！森の家に戻ったら君だけのオリジナル
キャンドル作りにチャレンジ！

半日（３時間） ５，０００円
１日（７時間・お弁当付）１
１，０００円
※体験料、傷害保険料、
材料費込

プリンスホテル「プリンスキッズクラブ」についての概要

株式会社プリンスホテルが運営する、小学生までのお子さま向けの会員組織。ご入会には、西武プリンスクラブ会員の保護者様の同意が必要となります。
会員には、会員カードとオリジナルカードケースがプレゼントされる他、プリンスホテルのホテルやスキー場等の各施設をご利用の際に、様々なサービスや特典を提供いたします。
２０１５年１２月１９日より入会申込み開始。
※詳しくは、プリンスホテルのＷｅｂページ（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｒｉｎｃｅｈｏｔｅｌｓ．ｃｏ．ｊｐ）をご参照ください。

冬の体験プログラム一覧



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

13 体を動かそう プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル
冬のキッズチャレンジ
「とびだせ！いろいろソリ遊
び×挑戦キッズクライマー」

２０１５年１２月１３日(日)
～２０１６年２月２９日
(月)の指定日

大人気のソリ遊びが今年も登場！７種類のソ
リの中から好きなものを選んで好きなだけ滑
ろう！自分達でコースを作ってスーパージャ
ンプに挑戦だ！森の家に戻ったらあたたかい
屋内でクライミングにチャレンジ！

半日（３時間） ５，０００円
１日（７時間・お弁当付）１
１，０００円
※体験料、傷害保険料、
材料費込

14
体を動かそう
作ってみよう

プリンスホテル 軽井沢プリンスホテル

冬のキッズチャレンジ
「わくわく！雪まみれ運動会
×コロコロ雪だるまカー作
り」

２０１５年１２月１３日(日)
～２０１６年２月２９日
(月)の指定日

真っ白な雪の森の中で子どもたちだけの冬
の運動会開催！スノータワー作りや雪玉スト
ラックアウトなどいろんな雪遊びに挑戦して金
メダルをゲットしよう！森の家に戻ったらコロ
コロ雪だるまカー作りにチャレンジ！

半日（３時間） ５，０００円
１日（７時間・お弁当付）１
１，０００円
※体験料、傷害保険料、
材料費込

15 その他 プリンスホテル ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
箱根園エンジョイステイ
水族館、芦ノ湖、箱根の山
はぼくが案内！！

２０１５年１２月１日(火)
～２０１６年３月１８日
(金)

ホテルに隣接する芦ノ湖畔のプレジャーラン
ド、箱根園での水族館や駒ケ岳ロープ
ウェー、芦ノ湖遊覧船が楽しめるアクティブパ
ス付き宿泊プランです。

１室２名利用時
１名 １４，０７８円～
※入湯税別
１泊朝食・箱根園アクティ
ブパス付き

16 作ってみよう プリンスホテル 大津プリンスホテル
親子で楽しむリース作り体
験

２０１５年１２月５日(土)
もうすぐクリスマス。自分好みにアレンジして,
世界に一つだけの特別なリースを作りましょ
う。今年のクリスマスをより一層楽しもう。

１名　１個　１，５００円
（西武プリンスクラブ会員
は１名　１個　１，４００円）
※小学生未満のお子さま
は、保護者同伴でお越しく
ださい。お付添いの方は無
料です。

17 その他 プリンスホテル 大津プリンスホテル
キッズワンコイン！
ランチブッフェ
Kids Smile Christmas

２０１５年１２月２３日(水・
祝)

１日限りのレストランイベント。クリスマス特別
ランチブッフェに加え、チーズ作りの実演も！
キッズが喜ぶ抽選会やゆるキャラ「わっさん」
も登場！

おとな ３，５００円
シニア ３，０００円
こども（４～１２才） ５００円
４才未満 無料

18 作ってみよう プリンスホテル グランドプリンスホテル広島
【クリスマス親子プログラム】
<ポーセラーツ絵付け体験>
オリジナルマグカップ作り

２０１５年１２月１２日(土)

シールのような専用シートを使い絵付けをし、
オリジナルのマグカップを作ろう！小さなお子
さまも気軽にご参加できます。
※作品は焼成し、約２週間後のお届けとなり
ます。

親子ペア １組 ５，５００円
（西武プリンスクラブ会員１
組５，３００円)

19
学んでみよう
作ってみよう

プリンスホテル グランドプリンスホテル広島
【クリスマス親子プログラム】
<パティシエ体験>
クッキーリース作り

２０１５年１２月１９日(土)

パティシエがクッキーのデコレーションやアイ
シングの仕方をお教えします。出来上がった
クッキーでクリスマスリースを作りを行いま
す。クッキーはお持ち帰りいただけます。

親子ペア １組５，５００円
(西武プリンスクラブ会員
１組５，３００円)

20 学んでみよう プリンスホテル 新富良野プリンスホテル
ふらの星空探検ツアー冬プ
ラン

２０１５年１２月２６日(土)
～２０１６年３月１９日
(土)の指定日

親子三世代で体験できる「ふらの星空探検ツ
アー」付き宿泊プラン。富良野ならではの新し
い冬のアクティビティをお楽しみください。

１室３名利用時
１名 ８，３３２円～
※１泊朝食・温泉券・ツ
アー代込

21 学んでみよう プリンスホテル 富良野スキー場 ふらの星空探検ツアー冬
２０１５年１２月２６日(土)
～２０１６年３月１９日
(土)の指定日

富良野ロープウェーに乗り標高９００メートル
の山頂駅を目指します。星空が最も鮮やかに
観測できる季節は冬。空気が澄んだ富良野
で冬の星空を探します。
※お子さまのみでの参加はできません。必ず
保護者同伴にてご参加ください。

おとな ２，２００円
小学生以下 無料
※おとな１名につきこども
２名まで無料、３名からは
こども１名につき５００円追
加

22 体を動かそう 伊豆箱根鉄道 伊豆・三津シーパラダイス ぷかぷかドルフィン 通年

イルカと一緒に泳ごう！
かわいいイルカと一緒に楽しいひと時を過ご
しませんか？
毎日１２:３０から、前日までのご予約制にて４
名さま限定で開催いたします。

３，０００円
※別途伊豆・三津シーパラ
ダイスの入園料が必要。

23 その他 伊豆箱根鉄道 伊豆・三津シーパラダイス みとしーminiパラダイス 通年

色々な場所や物を住まいにする生き物、常に
ふわふわ漂う生き物、穴の中から顔を出して
暮らす生き物など、海の様々な生き物の生活
をお子さまが疑似体験していただけます。

無料
※別途伊豆・三津シーパラ
ダイスの入園料が必要

24 その他 伊豆箱根鉄道 伊豆・三津シーパラダイス ドキドキイルカウォッチング 通年

毎日３回行われるイルカショー終了後、ゴム
ボートに乗ってイルカの海を遊覧していただ
けるイベントです。
【定員】各回４名

１，０００円
※別途伊豆三津シーパラ
ダイスの入場料が必要

25 その他 近江鉄道 近江鉄道
クリスマス電車

トレイン

赤鼻のトナカイ号

２０１５年１２月１２日
(土)・１９日(土)

クリスマスイルミネーションを施した車内で、ミ
ニゲームやお楽しみショーで楽しいひと時を。
彦根駅～八日市駅間を往復します。

おとな ２，７００円
こども ２，３００円



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

26 学んでみよう 近江鉄道ゆうグループ 近江富士花緑公園
森のお仕事体験
（落ち葉でお絵かき）

２０１５年１２月６日(日)

落ち葉集めを通じて自然の循環を学びなが
ら、集めた落ち葉でお絵かきを楽しんでいた
だくプログラムです。開催時間は１０:００～１
２:００です。

３００円

27 作ってみよう 近江鉄道ゆうグループ 水生植物公園みずの森
木の実で作るクリスマスツ
リー

２０１５年１２月１２日(土)
木の実を使ってクリスマスツリーを装飾。自
分だけのツリーが作れます。
開催時間は１３:３０～１５:００です。

５００円

28 その他 近江鉄道ゆうグループ 水生植物公園みずの森 クリスマスもちつき大会
２０１５年１２月２０日
（日）

年末ならではの「もちつき」を行います。お子
さまの思い出作りになるプログラムです。

無料

29 学んでみよう 近江鉄道ゆうグループ びわこ文化公園 茶道体験 ２０１６年１月５日(火)
茶道体験を通じて日本文化に触れていただく
イベントです。

５００円

30 その他 近江トラベル オーミマリン彦根港 クリスマス船
２０１５年１２月１９日
(土)・２０日(日)・２３日
(水・祝)

彦根港～竹生島の定期船にてクリスマス船
を運航いたします。お子さまは乗車無料＆お
菓子のプレゼントをご用意♪
彦根港出航時間　９:４５～　１２:３０～

おとな　２，５００円
こども　無料

31 体を動かそう 豊島園 としまえん パンダルマンキッズスクール

２０１５年１２月１２日
(土)・１３日(日)・１９日
(土)～２０１６年３月３１
日(木）
※休園日除く

としまえん屋外に設営された人工マットゲレン
デで行われる、３～９才のお子さま向けのス
キースクール。ゲーム感覚のレッスンプログ
ラムで、楽しみながら上達することができま
す。

６０分 ４，０００円
※別途としまえん入園料
が必要

32 体を動かそう 豊島園 としまえん
SEIBUプリンセスラビッツ選
手による“ふれあい”スケー
ト教室

２０１６年１月９日(土）～
３０日(土）の土曜日

女子アイスホッケーチーム“SEIBUプリンセス
ラビッツ”選手による、氷の上に立つ基本から
始める初心者向けのスケート教室。選手と一
緒にアイススケートの楽しさを学べます。

無料
※別途としまえん入園・ス
ケート滑走料・レンタル
シューズ料が必要

33 体を動かそう 豊島園 としまえん
スケート教室
（初級クラス）

２０１５年１２月１３日(日)
～２０１６年２月２７日
(土)の指定日
※コースにより開催日が
異なります

初めてスケート靴を履くお子さまも、楽しく正
しい滑り方を身につけられるスケート教室。
週末、祝日、冬休み期間の開催です。

６，０００円
※としまえん入園料・ス
ケート滑走料 ・レンタル
シューズ料金含む

34 体を動かそう 豊島園 としまえん
スケート教室
（平日初級クラス）

２０１６年１月１４日(木)
～２月１日(月)の指定日
※コースにより開催日が
異なります

初めてスケート靴を履くお子さまも、楽しく正
しい滑り方を身につけられるスケート教室。
平日開催のクラスがお得です。

５，０００円
※としまえん入園料・ス
ケート滑走料 ・レンタル
シューズ料金含む

35 作ってみよう 豊島園 としまえん
木の枝でサンタクロースをつ
くろう

２０１５年１１月２９日(日)
～１２月２３日(水・祝)の
日曜日・祝日

木の枝の切り口にサンタの顔を自分でペイン
トする手作りイベントです。

無料
※別途としまえん入園料
が必要

36 体を動かそう 豊島園 としまえん
ストライダーエンジョイパー
ク としまえん

通年　※休園日除く

ペダルもブレーキもない、足で地面をけって
進むバイク「ストライダー」の公認コースが、リ
ニューアルオープン。コース全体が広く走り
やすい路面になりました。誰でも直感的に操
作でき、バランス感覚の向上に役立ちます。
【対象】２～５才のお子さま

コース利用料金
３０分 ２００円、１時間 ３０
０円、３時間 ５００円
レンタル料金
３０分 ２００円、１時間 ３０
０円、３時間 ５００円

37 体を動かそう 西武レクリエーション 狭山スキー場 親子ふれあいレッスン

２０１５年１２月５日(土)
～２０１６年３月２６日
(土)の土曜日 ※１月２日
(土)除く

親子でスキーレッスンに参加。レッスン終了
後は、お父さま・お母さまがコーチに変身。
レッスン中に教え方を学び、お子さまに教え
ましょう。９０分のレッスンと入場リフト券付で
す。
各日１０組さままでのご予約制です。

親子２名 ６，８００円
１名追加ごと：
　おとな ２，６００円
　こども １，０００円
※レンタル料は含まれま
せん

38 体を動かそう 西武レクリエーション
BIGBOX高田馬場
西武フィットネスクラブ

ダンスクラス体験会
２０１６年３月２９日(火)ま
での火曜日

楽しくダンスを学びながら、リズム・バランス
感を身につけます。また、夢や目標に挑戦す
るお子さまの才能や個性を引き出し、スポー
ツを通して人と触れ合う大切さ、挨拶も指導し
ます。
ご参加はご予約制です。
※体験会の参加はお１人さま１回限りとさせ
ていただきます。

無料



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

39 体を動かそう 西武レクリエーション
Spa&Sports　EMINOWA
西武フィットネスクラブ所沢

ダンスクラス体験会
２０１６年３月２５日(金)ま
での金曜日

楽しくダンスを学びながら、リズム・バランス
感を身につけます。また、夢や目標に挑戦す
るお子さまの才能や個性を引き出し、スポー
ツを通して人と触れ合う大切さ、挨拶も指導し
ます。
ご参加はご予約制です。
※体験会の参加はお１人さま１回限りとさせ
ていただきます。

１回 ５００円

40 学んでみよう 西武レクリエーション 西武園ゆうえんち
メルヘンタウンのお姉さん、
お兄さんのお仕事体験

２０１５年１２月５日(土)・
１９日(土)・２０１６年１月
２日(土)・１６日(土)・２月
６日(土)・２０日(土)

メルヘンタウンのお姉さん、お兄さんになっ
て、ジャンケンパラダイスに出演できます。参
加者には簡単な衣装を着用してとった写真を
プレゼント！
各日先着３名さまでのご案内です。

無料
※別途西武園ゆうえんち
の入園料が必要

41 作ってみよう 西武レクリエーション 西武園ゆうえんち
和の灯り
ランプシェードづくり

２０１５年１２月５日(土)

今年のイルミネーションのテーマは「和」。和
の灯りをみんなで作ります！小さなお子さま
でもおとなの方と一緒に楽しめます。
ご参加はご予約制です。

１，０００円
※西武園ゆうえんち入園
料込み
※ご予約１名さまにつき、
１名さま無料

42 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
アクアミュージアムバック
ヤードツアー

通年 ※お盆など除外期
間あり

水族館の裏側を探検！一緒にお魚たちのエ
サの準備や、ろ過機などの設備を見学しなが
ら、水族館の仕組み・飼育係のお仕事を学ん
でいただけます。
【定員】各回１５名（先着順）
※未就学児は保護者の方とご一緒にご参加
ください。

５００円
※別途アクアリゾーツの入
場チケットが必要

43 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
アクアスタジアムバックヤー
ドツアー

通年 ※お盆など除外期
間あり

アクアスタジアムにおいて、ショーに出演して
いる動物たちの控えプールやショーのステー
ジを見学しながら、飼育生物や動物のトレー
ニング方法について学んでいただけます。
【定員】各回１５名（先着順）
※未就学児は保護者の方とご一緒にご参加
ください。

５００円
※別途アクアリゾーツの入
場チケットが必要

44 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス 観察なっとくツアー 通年

うみファームの「オーシャンラボ」にて、ナマ
コ、ヒトデ、クラゲなどの生きものを間近で観
察し、また、海藻や二枚貝が海をきれいにす
る仕組みや、海の環境改善のことも分かりや
すく学んでいただけます。
【定員】各回１５名（先着順）
※未就学児は保護者の方とご一緒にご参加
ください。

５２０円
※別途アクアリゾーツの入
場チケットが必要

45 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス ウォーキングツアー 通年

ふれあいラグーンの「ヒレアシビーチ」にて、
オタリアやペンギン、セイウチの飼育舎に入
り、真近で生物を観察していただけます。
【定員】各回１５名（先着順）
※未就学児は保護者の方とご一緒にご参加
ください。

５２０円
※別途アクアリゾーツの入
場チケットが必要

46 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
海育をマスターするなら！
「うみファーム観察ノート」

通年

「うみファーム」内で観察ノートを販売。「オー
シャンラボ」の生きものについて、エリアや季
節ごとに詳しく学ぶことができます。また、春・
夏・秋・冬の４つの季節ごとのスタンプが全て
集まると、プレゼントもらえます！

２１０円
※別途アクアリゾーツの入
場チケットが必要

47 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
ふれあいラグーンの「サカナ
リーフ」で磯の生きものとの
ふれあい体験

通年
飼育員の解説のもと、ヒトデ・サメ・ナマコなど
の東京湾に生息する生きものたちにタッチし
て、ふれあいながら生態を学べます。

無料
※別途アクアリゾーツの入
場チケットが必要

48 作ってみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス 親子で作る 手作りワッフル 通年

レストラン「パラダイスキッチン」のデザート
コーナーに生地から焼き上げる手作りワッフ
ルマシーンを導入。親子で生地から焼き上げ
ることで「食育」を通じた子育てを支援いたし
ます。

バイキング料金に含まれ
ます。
おとな １，５１０円
中学生 １，３００円
小学生 ７４０円
幼児 　４３０円
※３才以下無料

49 その他 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
まるまる２DAYSあそんじゃ
おうプラン

通年
アクアリゾーツ（水族館）およびプレジャーラ
ンド（アトラクション）が利用できる、ワンデー
パス２日分と朝食付きの宿泊プランです。

１室２名ご利用時
おとな１名１５，４００円～
こども１名１３，２００円～

50 作ってみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
体験教室ｉｎ八景島
～八景島の思い出を自分た
ちで作ろう！～

通年
オリジナルのストラップやキャンドルなどの、
さまざまな手作り体験ができる「体験教室」を
開催しています。

５００円～
※工作物により料金が異
なります。



No. 分類 会社名 施設名など プラン名 期日・期間 内容 料金（税込）

51 学んでみよう 横浜八景島 横浜・八景島シーパラダイス
うみファーム食育ゾーン
「魚釣り」「魚とり」

通年

遊んで学んで食べられる水族館「うみファー
ム」の食育ゾーンで、食べるための魚を自ら
の手で釣ったり獲ったりするプログラムです。
捕まえた魚をその場で召しあがっていただき
ます。

参加料金（魚釣り・魚とり）
６２０円
魚・調理代 １匹につき１６
０円（マアジの場合）
※別途アクアリゾーツ入場
チケットが必要

52 その他 西武造園 熱帯環境植物館
小中学生
土曜・日曜入館無料

通年
土曜日と日曜日は、小中学生の入館料が無
料です。

無料

53 学んでみよう 西武造園 熱帯環境植物館
トワイライト☆ジャングル探
検

２０１５年１２月１日(火)
～２７日(日)

ライトをもって夕方暗くなったジャングルを探
検しながら昼と夜とで姿の違う植物や夜行性
動物（パネル）を探し、ジャングルについて学
びましょう。

入館料
一般 ２４０円
小中学生・６５歳以上 １２
０円
未就学児 無料
※土曜日曜は小中学生入
館無料

54 作ってみよう 西武造園 長井海の手公園ソレイユの丘
体験教室
「レジンアクセサリー作り」

通年

ソレイユの丘の体験教室では来園の思い出
作りにぴったりなオリジナルクラフトを体験で
きます。シールやビーズをレジンで固めて素
敵なバッグチャームを作ろう。

１，２００円

55 その他 西武造園 国営昭和記念公園 Let's ENJOYお正月 ２０１６年１月３日(日)

手作り凧教室やメンコなど親子三世代で楽し
める昔遊び、オリジナル絵馬作りなどを体験
できます。「日本の凧の会」による大凧・連凧
のデモンストレーションも是非ご覧ください！

材料費：
手作り凧 ３００円
オリジナル絵馬 １００円
※別途入園料が必要

56
体を動かそう
作ってみよう

西武造園 都立武蔵野中央公園 新春子ども凧あげ大会
２０１６年１月１１日(月・
祝）

自分で絵を描いてオリジナル凧をつくる凧作
り教室や、名人によるデモフライト実演など、
お正月ならではの凧遊びを楽しめます。ご自
宅から持ってきた凧をあげることもできます！
※凧がなくなり次第受付終了いたします。

材料費：２００円
※凧作り教室参加費含む

57 体を動かそう 西武造園 国営武蔵丘陵森林公園
第４１回森林公園
完走マラソン大会

２０１６年２月１１日(木・
祝）

ハーフ・１０km・５km・２kmからお選びいただ
けます。今年はものまねアスリート芸人のM
高史さんをお呼びし、皆さんの完走を応援！
走り応え十分のコースに挑戦しよう！
参加申し込みは１月１１日(月・祝）までです。

参加費：
高校生以上 ３，２００円
小中学生 １，６００円
※保険料含む
※駐車場料金は含まれま
せん

※プランによっては年齢制限が設けられている場合がございます。詳細は各施設にお問い合わせください。


	20151130_こども応援PJ2015冬.pdf
	20151201_添付資料(校了)

