
区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

1 まつり 2 子どもの家等 金魚すくい 小学5

1 まつり 3 子どもの家等 押沢台小学校のまつり 小学4

1 まつり 4 子どもの家等 お祭り 小学4

1 まつり 5 子どもの家等 千本くじ 小学5

1 まつり 5 子どもの家等 輪投げ 小学5

1 まつり 5 子どもの家等 射的 小学5

1 まつり 5 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学5

1 まつり 5 子どもの家等 金魚すくい 小学5

1 まつり 6 子どもの家等 射的 小学5

1 まつり 6 子どもの家等 金魚すくい 小学5

1 まつり 6 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学5

1 まつり 6 子どもの家等 サメつり 小学5

1 まつり 7 子どもの家等 射的 未回答

1 まつり 7 子どもの家等 金魚すくい 未回答

1 まつり 8 子どもの家等 輪投げ 小学5

1 まつり 8 子どもの家等 射的 小学5

1 まつり 8 子どもの家等 水風船すくい 小学5

1 まつり 9 子どもの家等
夏祭り（スーパーボールすくい、ヨーヨーつり、

輪投げ）
小学4

1 まつり 10 子どもの家等 射的 未回答

1 まつり 10 子どもの家等 輪投げ 未回答

1 まつり 10 子どもの家等 金魚すくい 未回答

1 まつり 10 子どもの家等 スーパーボールすくい 未回答

1 まつり 11 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学1

1 まつり 12 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学2

1 まつり 12 子どもの家等 金魚すくい 小学2

1 まつり 13 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学2

1 まつり 13 子どもの家等 金魚すくい 小学2

1 まつり 14 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学1

1 まつり 14 子どもの家等 金魚つり 小学1

1 まつり 14 子どもの家等 チョコバナナ 小学1

1 まつり 14 子どもの家等 わたあめ 小学1

1 まつり 14 子どもの家等 かき氷 小学1

1 まつり 15 子どもの家等 射的 小学4

1 まつり 15 子どもの家等 金魚すくい 小学4

1 まつり 15 子どもの家等 ヨーヨーすくい 小学4

1 まつり 15 子どもの家等 くじ引き 小学4

1 まつり 15 子どもの家等 焼きとうもろこし 小学4

1 まつり 16 子どもの家等 夏祭り 未回答

1 まつり 17 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 18 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 18 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 18 子どもの家等 ヨーヨーすくい 小学3

1 まつり 18 子どもの家等 くじ引き 小学3

1 まつり 18 子どもの家等 焼きとうもろこし 小学3

1 まつり 19 子どもの家等 夏祭り 小学4

1 まつり 20 子どもの家等 夏祭り 小学1

1 まつり 21 子どもの家等 あみスーパーボールすくい 小学3

1 まつり 22 子どもの家等 スーパーすくい 小学1

1 まつり 23 子どもの家等 綿あめ 小学1

1 まつり 24 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学1



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

1 まつり 25 子どもの家等 射的まつり 小学5

1 まつり 26 子どもの家等 りんご飴 未回答

1 まつり 26 子どもの家等 チョコバナナ 未回答

1 まつり 26 子どもの家等 かき氷 未回答

1 まつり 26 子どもの家等 フランクフルト 未回答

1 まつり 26 子どもの家等 焼きコーン 未回答

1 まつり 26 子どもの家等 わたあめ 未回答

1 まつり 26 子どもの家等 射的 未回答

1 まつり 27 子どもの家等 射的 小学1

1 まつり 27 子どもの家等 金魚すくい 小学1

1 まつり 27 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学1

1 まつり 28 子どもの家等 ふうせん 未回答

1 まつり 29 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学1

1 まつり 29 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学1

1 まつり 29 子どもの家等 金魚すくい 小学1

1 まつり 30 子どもの家等 ふゆまつり 小学2

1 まつり 31 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学1

1 まつり 32 子どもの家等 輪投げ 小学1

1 まつり 33 子どもの家等 射的 小学1

1 まつり 42 子どもの家等 前高公園の盆踊り大会 小学3

1 まつり 49 子どもの家等 お化け屋敷探検 小学1

1 まつり 53 子どもの家等 お化け屋敷 小学1

1 まつり 54 子どもの家等 お化け屋敷 小学2

1 まつり 58 子どもの家等 お化け屋敷 小学2

1 まつり 70 子どもの家等 ヨーヨーつり 小学3

1 まつり 71 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 83 子どもの家等 お祭り 小学1

1 まつり 85 子どもの家等 春日井まつりのような大きい祭りをやってほしい 小学5

1 まつり 86 子どもの家等 白山（高蔵寺）祭り 小学4

1 まつり 88 子どもの家等 夏祭り 小学4

1 まつり 92 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学1

1 まつり 93 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学4

1 まつり 94 子どもの家等 射的ゲーム 小学4

1 まつり 103 子どもの家等 金魚すくい 小学2

1 まつり 104 子どもの家等 まつり 小学1

1 まつり 106 子どもの家等 おばけ屋敷 小学2

1 まつり 115 子どもの家等 お祭りを沢山やってほしいです。 小学5

1 まつり 116 子どもの家等 夏祭り 小学3

1 まつり 118 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学1

1 まつり 119 子どもの家等 金魚すくい 小学4

1 まつり 119 子どもの家等 わたあめ作り 小学4

1 まつり 144 サマースクール お化け屋敷 小学1

1 まつり 144 サマースクール かき氷 小学1

1 まつり 144 サマースクール わたあめ 小学1

1 まつり 146 サマースクール お化け屋敷 小学1

1 まつり 147 サマースクール お菓子屋さん 小学1

1 まつり 147 サマースクール アイスクリーム屋さん 小学1

1 まつり 147 サマースクール かき氷屋さん 小学1

1 まつり 147 サマースクール お化け屋敷 小学1

1 まつり 148 サマースクール お化け屋敷 小学1

1 まつり 148 サマースクール アイスクリーム屋さん 小学1

1 まつり 148 サマースクール キャップつめ 小学1

1 まつり 149 サマースクール お化け屋敷 小学1



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

1 まつり 150 サマースクール お化け屋敷 小学1

1 まつり 152 サマースクール お化け屋敷 小学1

1 まつり 152 サマースクール アイスクリーム屋さん 小学1

1 まつり 152 サマースクール キャップつめ 小学1

1 まつり 154 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 155 サマースクール 射的 小学2

1 まつり 156 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 157 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 158 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 159 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 160 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 160 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 161 サマースクール お化け屋敷 小学2

1 まつり 163 サマースクール 射的 小学3

1 まつり 163 サマースクール 金魚すくい 小学3

1 まつり 163 サマースクール お化け屋敷 小学3

1 まつり 163 サマースクール かき氷 小学3

1 まつり 163 サマースクール わたあめ 小学3

1 まつり 163 サマースクール りんご飴 小学3

1 まつり 165 サマースクール 金魚すくい 小学3

1 まつり 166 サマースクール お化け屋敷 小学3

1 まつり 170 サマースクール お化け屋敷 小学4

1 まつり 172 サマースクール お祭り 小学4

1 まつり 172 サマースクール お化け屋敷 小学4

1 まつり 175 サマースクール お化け屋敷 小学4

1 まつり 176 サマースクール お化け屋敷 小学4

1 まつり 178 サマースクール お化け屋敷 小学5

1 まつり 180 サマースクール お祭り 小学4

1 まつり 186 サマースクール アイスクリーム 小学1

1 まつり 186 サマースクール かき氷 小学1

1 まつり 187 サマースクール 屋台 小学3

1 まつり 190 サマースクール 夏祭り 小学5

1 まつり 192 サマースクール 夏祭り 小学4

1 まつり 193 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 193 サマースクール 屋台 小学2

1 まつり 194 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 196 サマースクール 公園でのお祭り 小学2

1 まつり 201 サマースクール ボールすくい 小学2

1 まつり 201 サマースクール 水風船 小学2

1 まつり 202 サマースクール お祭り 未回答

1 まつり 205 サマースクール お祭り 小学3

1 まつり 208 サマースクール 射的や輪投げなどがあるお祭り 小学2

1 まつり 212 サマースクール 射的や輪投げなどがあるお祭り 未回答

1 まつり 213 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 232 サマースクール 納涼祭りの金魚すくい 未回答

1 まつり 233 サマースクール ヨーヨーつり 小学2

1 まつり 233 サマースクール お面屋さん 小学2

1 まつり 233 サマースクール 綿あめ 小学2

1 まつり 233 サマースクール くじ引き 小学2

1 まつり 234 サマースクール かき氷 小学1

1 まつり 234 サマースクール くじ引き 小学1

1 まつり 251 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 253 サマースクール 夏祭り 小学4



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

1 まつり 257 サマースクール お祭り 小学4

1 まつり 267 サマースクール 屋台 小学5

1 まつり 267 サマースクール スイカ割り 小学5

1 まつり 271 サマースクール 夏祭り 小学5

1 まつり 299 サマースクール お菓子つかみどり 小学4

1 まつり 306 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 315 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 332 サマースクール 学校でお祭り 未回答

1 まつり 334 サマースクール お祭り 小学3

1 まつり 339 サマースクール お祭り 小学3

1 まつり 345 サマースクール お祭り 小学5

1 まつり 358 サマースクール 学校でお祭り 小学2

1 まつり 361 サマースクール お祭り 小学5

1 まつり 381 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 397 サマースクール 金魚すくい 小学2

1 まつり 397 サマースクール ボールすくい 小学2

1 まつり 399 サマースクール 屋台 小学3

1 まつり 401 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 405 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 409 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 410 サマースクール お祭り 小学5

1 まつり 416 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 417 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 418 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 420 サマースクール お祭り 小学4

1 まつり 421 サマースクール スーパーボールすくい 小学2

1 まつり 422 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 423 サマースクール お祭り 小学3

1 まつり 425 サマースクール お祭り 小学5

1 まつり 426 サマースクール お化け屋敷 小学5

1 まつり 428 サマースクール スーパーボールすくい 小学3

1 まつり 429 サマースクール お祭り 小学3

1 まつり 432 サマースクール お祭り 小学5

1 まつり 433 サマースクール お祭り 小学4

1 まつり 435 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 438 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 440 サマースクール お祭り 小学5

1 まつり 442 サマースクール お祭り 小学3

1 まつり 442 サマースクール 射的 小学3

1 まつり 443 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 444 サマースクール お祭り 小学4

1 まつり 449 サマースクール 的宛て 小学4

1 まつり 450 サマースクール 金魚すくい 小学4

1 まつり 450 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 451 サマースクール お祭り 小学2

1 まつり 452 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 458 サマースクール お祭り 小学1

1 まつり 462 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 463 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 466 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 468 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 471 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 487 サマースクール お祭り 小学6



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

1 まつり 489 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 492 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 493 サマースクール お祭り 小学6

1 まつり 498 サマースクール 市内全域でライトアップしてお祭り 小学3

1 まつり 505 子どもの家等 金魚すくい 小学4

1 まつり 506 子どもの家等 お祭りとプールと花火大会の合同イベント 小学4

1 まつり 508 子どもの家等 お祭り 小学3

1 まつり 509 子どもの家等 お祭り 小学1

1 まつり 513 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 514 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 515 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学1

1 まつり 516 子どもの家等 お化け屋敷 小学2

1 まつり 520 子どもの家等 お祭り 小学3

1 まつり 528 子どもの家等 水風船 未回答

1 まつり 528 子どもの家等 ヨーヨー釣り 未回答

1 まつり 528 子どもの家等 金魚すくい 未回答

1 まつり 528 子どもの家等 かき氷やさん 未回答

1 まつり 533 子どもの家等 輪投げ 小学1

1 まつり 551 子どもの家等 輪投げ 小学1

1 まつり 552 子どもの家等 玉入れ 未回答

1 まつり 552 子どもの家等 ヨーヨー釣り 未回答

1 まつり 555 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学1

1 まつり 569 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 574 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 577 子どもの家等 お祭り 小学1

1 まつり 578 子どもの家等 屋台 小学2

1 まつり 579 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 581 子どもの家等 お祭り 小学1

1 まつり 583 子どもの家等 盆おどり 小学1

1 まつり 588 子どもの家等 お祭り 小学3

1 まつり 594 子どもの家等 お祭り 小学1

1 まつり 610 児童館等 お祭り 小学4

1 まつり 629 児童館等 お祭り 小学2

1 まつり 632 児童館等 お祭り 小学3

1 まつり 633 児童館等 お祭り 小学1

1 まつり 634 児童館等 お祭り 小学3

1 まつり 663 児童館等 お祭り 小学4

1 まつり 664 児童館等 お祭り 小学4

1 まつり 665 児童館等 スイカ割り 小学6

1 まつり 667 児童館等 お祭り 小学4

1 まつり 675 児童館等 スイカ割り 小学3

1 まつり 678 児童館等 おみくじ 小学1

1 まつり 681 児童館等 綿あめが食べられるイベント 小学1

1 まつり 682 児童館等 玉すくい 小学1

1 まつり 700 児童館等 スイカ割り 未回答

1 まつり 705 子どもの家等 お祭り 未回答

1 まつり 711 子どもの家等 かき氷、小学生無料 小学3

1 まつり 712 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 718 子どもの家等 的当て 小学2

1 まつり 720 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 721 子どもの家等 的当て 小学2

1 まつり 733 子どもの家等 金魚すくい 小学2

1 まつり 740 子どもの家等 お菓子的当て 小学2



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

1 まつり 742 子どもの家等 お祭り 小学2

1 まつり 758 子どもの家等 一番くじをやってほしい 小学3

1 まつり 762 子どもの家等
80周年記念パーティー（金魚すくい、屋台を出す

など）
小学3

1 まつり 762 子どもの家等 夏祭り（縁日） 小学3

1 まつり 763 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 764 子どもの家等 楽しいお祭り 小学1

1 まつり 765 子どもの家等 金魚すくい、屋台を回ること 小学2

1 まつり 770 子どもの家等 わたあめが食べたい 小学1

1 まつり 771 子どもの家等 わたあめが食べたい 小学1

1 まつり 772 子どもの家等 りんごのあめ 小学1

1 まつり 773 子どもの家等

ここ数年盆踊りが中止になって残念です。楽しみ

にしているのでぜひ企画してほしいです。

先日グルッポふじとうの夏フェスに参加しました

が、参加者が多く、ヨーヨー釣りも人数に達して

しまい、できませんでした。沢山の子ども達が楽

しみにしているので、200個限定では数が少ないと

思います。またフェスを企画していただけるのな

ら、そういった点も見直していただけるとありが

たいです。

小学2

1 まつり 775 子どもの家等 夏祭りが楽しかった（落合公園） 小学4

1 まつり 776 子どもの家等 夏祭りがとっても楽しかった 小学1

1 まつり 778 子どもの家等 夏祭り 未回答

1 まつり 780 子どもの家等 グルッポの夏フェス 未回答

1 まつり 783 子どもの家等 夏祭り 未回答

1 まつり 806 子どもの家等 夏祭り 小学3

1 まつり 806 子どもの家等 ボールすくい 小学3

1 まつり 806 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学3

1 まつり 809 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学2

1 まつり 810 子どもの家等 夏祭り 小学1

1 まつり 811 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学2

1 まつり 812 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学2

1 まつり 813 子どもの家等 的当て 小学2

1 まつり 814 子どもの家等 お祭り 小学1

1 まつり 815 子どもの家等 スイカ割り、金魚釣り 小学1

1 まつり 816 子どもの家等 お祭りで空気砲 小学1

1 まつり 817 子どもの家等 お祭りで空気砲 小学2

1 まつり 817 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学2

1 まつり 824 子どもの家等 お祭り 小学3

1 まつり 827 子どもの家等 金魚すくい 小学2

1 まつり 834 子どもの家等 子ども祭り（年齢別） 小学1

1 まつり 836 子どもの家等 夏祭り 小学1

1 まつり 860 子どもの家等 祭り 小学5

1 まつり 861 子どもの家等 夏祭り 小学5

1 まつり 861 子どもの家等 夏以外での祭り 小学5

1 まつり 862 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 885 子どもの家等 金魚すくい 小学2

1 まつり 886 子どもの家等 射的 小学2

1 まつり 887 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学2

1 まつり 888 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学2

1 まつり 889 子どもの家等 輪投げ 小学2

1 まつり 892 子どもの家等 金魚すくい 小学1

1 まつり 893 子どもの家等 金魚すくい 小学1
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回答者
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1 まつり 894 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学1

1 まつり 895 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学1

1 まつり 896 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 897 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 899 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学3

1 まつり 900 子どもの家等 サメ釣り 小学3

1 まつり 901 子どもの家等 ワニ釣り 小学3

1 まつり 902 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学3

1 まつり 903 子どもの家等 輪投げ 小学3

1 まつり 904 子どもの家等 チョコすくい 小学3

1 まつり 905 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学3

1 まつり 906 子どもの家等 的当て 小学3

1 まつり 907 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学3

1 まつり 908 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 911 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 912 子どもの家等 輪投げ 小学3

1 まつり 915 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 916 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 917 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学3

1 まつり 918 子どもの家等 スーパーボールすくい 小学3

1 まつり 919 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 920 子どもの家等 宝石すくい 小学3

1 まつり 922 子どもの家等 スーパーボール 小学3

1 まつり 923 子どもの家等 くじ引き 小学3

1 まつり 925 子どもの家等 ヨーヨー釣り 小学3

1 まつり 926 子どもの家等 焼きそば 小学3

1 まつり 928 子どもの家等 射的 小学3

1 まつり 929 子どもの家等 金魚すくい 小学3

1 まつり 953 児童館等 おまつり 小学3

1 まつり 954 児童館等 おまつり 小学2

1 まつり 955 児童館等 おまつり 小学1

1 まつり 958 児童館等 未就学児も楽しめるまつり 未就学

1 まつり 959 児童館等 ミニSL 未就学

1 まつり 964 児童館等 まつり 小学5

1 まつり 966 児童館等 小さい子も楽しめるまつり 未就学

1 まつり 968 児童館等 まつり 小学4

1 まつり 980 児童館等 ヨーヨーつり 小学4

1 まつり 983 児童館等 夏祭り 小学4

1 まつり 984 児童館等 夏祭り 小学4

1 まつり 988 児童館等 お祭り 中学２

1 まつり 990 児童館等 ぷよぷよボールすくい 小学4

1 まつり 999 児童館等 金魚すくいやスパーボールすいができるお祭り 小学1

2 花火・花火大会 62 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 79 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 80 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 129 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 168 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 187 サマースクール 花火 小学3

2 花火・花火大会 200 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 202 サマースクール 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 205 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 216 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 220 サマースクール 花火大会 小学2
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2 花火・花火大会 221 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 224 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 226 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 227 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 228 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 231 サマースクール 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 240 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 241 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 248 サマースクール 花火 小学1

2 花火・花火大会 252 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 253 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 256 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 258 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 259 サマースクール 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 264 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 265 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 266 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 269 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 270 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 271 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 274 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 275 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 279 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 289 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 292 サマースクール 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 294 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 305 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 307 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 308 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 309 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 310 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 311 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 313 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 326 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 327 サマースクール 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 333 サマースクール 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 337 サマースクール 朝宮公園で花火大会 未回答

2 花火・花火大会 338 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 341 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 347 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 353 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 357 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 386 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 402 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 406 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 408 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 410 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 412 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 414 サマースクール 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 419 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 420 サマースクール 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 425 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 427 サマースクール 花火大会 小学3
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2 花火・花火大会 431 サマースクール 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 455 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 463 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 466 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 473 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 474 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 475 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 479 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 484 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 485 サマースクール 身近な公園で手持ち花火をできるようにする 未回答

2 花火・花火大会 487 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 492 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 493 サマースクール 花火大会 小学6

2 花火・花火大会 497 サマースクール 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 499 サマースクール 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 503 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 509 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 511 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 516 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 522 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 524 子どもの家等 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 534 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 535 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 536 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 537 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 539 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 543 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 544 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 545 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 548 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 549 子どもの家等 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 550 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 554 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 557 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 564 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 565 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 566 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 567 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 573 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 575 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 579 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 580 子どもの家等 花火大会を複数回開催 未回答

2 花火・花火大会 582 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 584 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 587 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 588 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 591 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 595 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 597 子どもの家等 手持ち花火 小学1

2 花火・花火大会 612 児童館等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 675 児童館等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 679 児童館等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 693 児童館等 花火大会 未回答
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2 花火・花火大会 722 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 723 子どもの家等 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 735 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 737 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 743 子どもの家等 花火大会 小学1

2 花火・花火大会 752 子どもの家等 花火が見たい 小学1

2 花火・花火大会 753 子どもの家等 花火が見たい 小学1

2 花火・花火大会 762 子どもの家等 花火の開催日を増やす 小学3

2 花火・花火大会 766 子どもの家等 大きな花火が何回も上がるイベント 小学3

2 花火・花火大会 767 子どもの家等 商店街が多く、花火も大きくしたい　？ 小学3

2 花火・花火大会 768 子どもの家等 高く大きく音も良くいい花火が買ってほしい 小学2

2 花火・花火大会 769 子どもの家等 花火があるイベントがいい 小学2

2 花火・花火大会 802 子どもの家等 花火（手持ち） 小学1

2 花火・花火大会 822 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 827 子どもの家等 花火のお祭り 小学2

2 花火・花火大会 853 子どもの家等 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 860 子どもの家等 花火大会 小学5

2 花火・花火大会 876 子どもの家等 花火 小学2

2 花火・花火大会 877 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 898 子どもの家等 花火大会 小学3

2 花火・花火大会 927 子どもの家等 花火 小学3

2 花火・花火大会 936 児童館等 花火大会 未回答

2 花火・花火大会 941 児童館等 サプライズ花火大会 未回答

2 花火・花火大会 960 児童館等 花火大会 未就学

2 花火・花火大会 978 子どもの家等 花火大会 小学2

2 花火・花火大会 983 児童館等 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 984 児童館等 花火大会 小学4

2 花火・花火大会 985 児童館等 公園で花火 中学２

2 花火・花火大会 989 児童館等 花火大会　近くでやって 中学２

3 スポーツ 1 子どもの家等 ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 36 子どもの家等 ラグビー 小学1

3 スポーツ 46 子どもの家等 マラソン大会 小学4

3 スポーツ 52 子どもの家等 マラソン大会 小学1

3 スポーツ 54 子どもの家等 マラソン大会 小学2

3 スポーツ 65 子どもの家等 ドッジボール 小学1

3 スポーツ 84 子どもの家等 サッカー 未回答

3 スポーツ 87 子どもの家等 リレーマラソン 小学4

3 スポーツ 95 子どもの家等 夏休みサッカートーナメント 小学1

3 スポーツ 121 サマースクール サッカー 小学4

3 スポーツ 130 サマースクール サッカー大会 小学1

3 スポーツ 134 サマースクール サッカー大会 小学3

3 スポーツ 134 サマースクール 野球大会 小学3

3 スポーツ 136 サマースクール サッカー大会 小学1

3 スポーツ 137 サマースクール 野球 小学4

3 スポーツ 137 サマースクール ドッジボール 小学4

3 スポーツ 179 サマースクール ドッジボール大会 小学4

3 スポーツ 179 サマースクール かけっこ 小学4

3 スポーツ 181 サマースクール リレー大会 小学2

3 スポーツ 182 サマースクール 運動会 小学3

3 スポーツ 182 サマースクール 大型リレー大会 小学3

3 スポーツ 192 サマースクール ドッジボール大会 小学4

3 スポーツ 193 サマースクール ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 194 サマースクール 鉄棒のイベント 小学2
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3 スポーツ 196 サマースクール かけっこ大会 小学2

3 スポーツ 196 サマースクール リレーイベント 小学2

3 スポーツ 225 サマースクール 徒競走やリレー 小学3

3 スポーツ 242 サマースクール サッカー 小学1

3 スポーツ 246 サマースクール バスケットボール大会 小学4

3 スポーツ 254 サマースクール ドッジボール大会 小学4

3 スポーツ 262 サマースクール ドッジボール 未回答

3 スポーツ 263 サマースクール ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 284 サマースクール マラソン大会 小学3

3 スポーツ 284 サマースクール 武道大会 小学3

3 スポーツ 284 サマースクール サッカー大会 小学3

3 スポーツ 289 サマースクール サッカー大会 小学3

3 スポーツ 289 サマースクール 水泳大会 小学3

3 スポーツ 294 サマースクール ドッジボール大会 小学3

3 スポーツ 295 サマースクール 武道大会 未回答

3 スポーツ 298 サマースクール 海水浴 小学2

3 スポーツ 315 サマースクール サッカー大会 小学2

3 スポーツ 315 サマースクール ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 334 サマースクール １km走大会 小学3

3 スポーツ 342 サマースクール オリンピック 小学3

3 スポーツ 365 サマースクール サッカー大会 小学1

3 スポーツ 375 サマースクール ゴルフ 小学1

3 スポーツ 378 サマースクール サッカー 小学1

3 スポーツ 385 サマースクール リレー大会 小学3

3 スポーツ 460 サマースクール スポーツイベント 未回答

3 スポーツ 467 サマースクール スポーツイベント 小学6

3 スポーツ 478 サマースクール 市民大運動会 未回答

3 スポーツ 479 サマースクール ドッジボール大会 小学6

3 スポーツ 480 サマースクール みんなで運動会 小学6

3 スポーツ 491 サマースクール カヌー 小学6

3 スポーツ 497 サマースクール トランポリン 小学5

3 スポーツ 510 子どもの家等 アーチェリーの射的 小学1

3 スポーツ 528 子どもの家等 卓球大会 未回答

3 スポーツ 553 子どもの家等 サッカー 小学1

3 スポーツ 562 子どもの家等 トランポリン 小学1

3 スポーツ 571 子どもの家等 ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 610 児童館等
スポーツレクリエーション（カローリング、だる

ま落とし）
小学4

3 スポーツ 623 児童館等 卓球教室 小学6

3 スポーツ 631 児童館等 スポーツイベント 小学1

3 スポーツ 643 児童館等 卓球大会 小学6

3 スポーツ 645 児童館等 卓球大会 小学2

3 スポーツ 646 児童館等 卓球大会 中学２

3 スポーツ 648 児童館等 ドッジボール大会 未回答

3 スポーツ 651 児童館等 卓球大会 中学１

3 スポーツ 652 児童館等 卓球大会 中学１

3 スポーツ 653 児童館等 卓球大会 中学２

3 スポーツ 656 児童館等 ドッジボール大会 未回答

3 スポーツ 659 児童館等 卓球大会 小学2

3 スポーツ 660 児童館等 卓球大会 小学6

3 スポーツ 660 児童館等 トランポリン 小学6

3 スポーツ 661 児童館等 卓球大会 小学6

3 スポーツ 675 児童館等 リレー大会 小学3
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3 スポーツ 677 児童館等 ドッジボール大会 小学1

3 スポーツ 680 児童館等 リレー大会 小学2

3 スポーツ 685 児童館等 サッカー大会 小学1

3 スポーツ 686 児童館等 卓球大会 未回答

3 スポーツ 687 児童館等 卓球大会 小学1

3 スポーツ 688 児童館等 ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 689 児童館等 卓球大会 小学1

3 スポーツ 694 児童館等 卓球 未回答

3 スポーツ 696 児童館等 サッカー 未回答

3 スポーツ 698 児童館等 ドッジボール 未回答

3 スポーツ 699 児童館等 リレー 未回答

3 スポーツ 701 児童館等 野球 未回答

3 スポーツ 702 児童館等 ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 706 子どもの家等 運動会 未回答

3 スポーツ 707 子どもの家等 子どもだけでプロ野球観戦、子ども無料 小学4

3 スポーツ 777 子どもの家等 ドッジボール大会 小学4

3 スポーツ 799 子どもの家等 ドッジボール 小学1

3 スポーツ 807 子どもの家等 ドッジボール 小学3

3 スポーツ 808 子どもの家等 ドッジボール大会 小学2

3 スポーツ 841 子どもの家等 バスケ 小学5

3 スポーツ 842 子どもの家等 サッカー 小学5

3 スポーツ 843 子どもの家等 テニス 小学5

3 スポーツ 846 子どもの家等 ドッチボール 小学5

3 スポーツ 847 子どもの家等 バトミントン 小学5

3 スポーツ 849 子どもの家等 陸上 小学5

3 スポーツ 850 子どもの家等 空手 小学5

3 スポーツ 851 子どもの家等 柔道 小学5

3 スポーツ 856 子どもの家等 ラグビー 小学5

3 スポーツ 864 子どもの家等 みんなでドッチボール 小学3

3 スポーツ 866 子どもの家等 弓矢で的当て 小学3

3 スポーツ 874 子どもの家等 卓球大会 小学3

3 スポーツ 890 子どもの家等 ドッジボール大会 小学4

3 スポーツ 891 子どもの家等 バスケ 小学1

3 スポーツ 931 児童館等 ヨガ 小学5

3 スポーツ 934 児童館等 キッズヨガ 小学3

3 スポーツ 940 児童館等 ドッチボール 未回答

3 スポーツ 951 児童館等 キッズヨガ 小学3

3 スポーツ 952 児童館等 ヨガ（大人も子供も参加できる） 小学3

3 スポーツ 960 児童館等 スポーツフェスティバル 未就学

3 スポーツ 967 児童館等 ヨガ 小学4

3 スポーツ 967 児童館等 卓球 小学4

3 スポーツ 982 児童館等 部活の新人戦 中学２

3 スポーツ 993 児童館等 ドッジボール 小学2

3 スポーツ 996 児童館等 ドッジボール 小学5

3 スポーツ 997 児童館等 ドッジボール 小学5

3 スポーツ 66 子どもの家等 ボーリング 小学1

3 スポーツ 77 子どもの家等 ボーリング 小学2

3 スポーツ 811 子どもの家等 ボーリング 小学2

3 スポーツ 181 サマースクール ドッジボール大会 小学2

4 体を使うイベント 38 子どもの家等 巨大迷路 小学1

4 体を使うイベント 41 子どもの家等 縄跳び大会 小学3

4 体を使うイベント 45 子どもの家等 サバイバル大会 小学2

4 体を使うイベント 50 子どもの家等 巨大迷路 小学2
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4 体を使うイベント 51 子どもの家等 巨大迷路 小学2

4 体を使うイベント 57 子どもの家等 縄跳び大会 小学3

4 体を使うイベント 58 子どもの家等 迷路 小学2

4 体を使うイベント 59 子どもの家等 チャンバラ 小学3

4 体を使うイベント 63 子どもの家等 チャンバラ 小学1

4 体を使うイベント 64 子どもの家等 鬼ごっこ大会 小学2

4 体を使うイベント 67 子どもの家等 立体迷路 小学2

4 体を使うイベント 100 子どもの家等 鬼ごっこ 小学1

4 体を使うイベント 109 子どもの家等 かくれんぼ 小学4

4 体を使うイベント 111 子どもの家等 かくれんぼ 小学1

4 体を使うイベント 132 サマースクール 駒大会 小学3

4 体を使うイベント 135 サマースクール 椅子取りゲーム 小学1

4 体を使うイベント 137 サマースクール 鬼ごっこ 小学4

4 体を使うイベント 151 サマースクール 逃走中 小学1

4 体を使うイベント 160 サマースクール 逃走中 小学2

4 体を使うイベント 169 サマースクール 人体迷路 小学3

4 体を使うイベント 177 サマースクール
高齢者でも楽しめるゆるスポーツ大会（トントン

相撲、100m走など）
小学5

4 体を使うイベント 182 サマースクール エアー遊具 小学3

4 体を使うイベント 194 サマースクール 糸引き駒 小学2

4 体を使うイベント 219 サマースクール 動けるイベント 小学3

4 体を使うイベント 222 サマースクール みんなで踊るダンスイベント 小学2

4 体を使うイベント 225 サマースクール ラジオ体操 小学3

4 体を使うイベント 229 サマースクール
初めての人でも踊れる踊りをみんなで踊るイベン

ト
小学4

4 体を使うイベント 230 サマースクール ダンスのイベント 小学5

4 体を使うイベント 240 サマースクール 駒大会 小学3

4 体を使うイベント 241 サマースクール ラキュー駒大会 小学4

4 体を使うイベント 241 サマースクール 紙飛行機飛ばし大会 小学4

4 体を使うイベント 245 サマースクール ラキュー駒大会 小学5

4 体を使うイベント 250 サマースクール ボール投げ 小学1

4 体を使うイベント 266 サマースクール 駒大会 小学5

4 体を使うイベント 267 サマースクール 駒大会 小学5

4 体を使うイベント 287 サマースクール とうろもこし迷路 未回答

4 体を使うイベント 288 サマースクール 脱獄ごっこ 未回答

4 体を使うイベント 289 サマースクール おにごっこ大会 小学3

4 体を使うイベント 296 サマースクール 迷路大会 未回答

4 体を使うイベント 298 サマースクール 駒大会 小学2

4 体を使うイベント 323 サマースクール アスレチック大会 未回答

4 体を使うイベント 323 サマースクール おにごっこ大会 未回答

4 体を使うイベント 331 サマースクール 学校貸し切りかくれんぼ 小学4

4 体を使うイベント 331 サマースクール 学校貸し切りおにごっこ 小学4

4 体を使うイベント 345 サマースクール ダンス大会 小学5

4 体を使うイベント 397 サマースクール 体を動かすイベント 小学2

4 体を使うイベント 446 サマースクール ダンス大会 未回答

4 体を使うイベント 470 サマースクール 空中アスレチック 小学6

4 体を使うイベント 482 サマースクール ダンスイベント 小学6

4 体を使うイベント 486 サマースクール ラジオ体操 小学6

4 体を使うイベント 490 サマースクール 逆バンジージャンプ 小学6

4 体を使うイベント 498 サマースクール 市民全員で踊りを踊る 小学3

4 体を使うイベント 507 子どもの家等 おにごっこ 小学3

4 体を使うイベント 532 子どもの家等 障害物競争 小学3

4 体を使うイベント 551 子どもの家等 迷路 小学1
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4 体を使うイベント 551 子どもの家等 冒険 小学1

4 体を使うイベント 553 子どもの家等 玉入れ 小学1

4 体を使うイベント 556 子どもの家等 玉入れ 小学1

4 体を使うイベント 561 子どもの家等 かくれんぼ 小学1

4 体を使うイベント 562 子どもの家等 ぶらんこ 小学1

4 体を使うイベント 563 子どもの家等 ふわふわドーム 小学3

4 体を使うイベント 576 子どもの家等 ジャンボ紙相撲 小学2

4 体を使うイベント 609 児童館等 チャンバラ 中学２

4 体を使うイベント 616 児童館等 おにごっこ大会 小学1

4 体を使うイベント 619 児童館等 けいどろ 小学1

4 体を使うイベント 635 児童館等 スラックライン教室（綱渡りのようなスポーツ） 小学2

4 体を使うイベント 636 児童館等 学校おにごっこ（学年別） 未回答

4 体を使うイベント 638 児童館等 学校対抗おにごっこ大会 中学１

4 体を使うイベント 662 児童館等 おにごっこ 未回答

4 体を使うイベント 675 児童館等 玉入れ大会 小学3

4 体を使うイベント 676 児童館等 みんなでおにごっこ 未回答

4 体を使うイベント 692 児童館等 おにごっこ 未回答

4 体を使うイベント 697 児童館等 玉入れ 未回答

4 体を使うイベント 714 子どもの家等 ハンター、逃走中 未回答

4 体を使うイベント 715 子どもの家等 ハンター、逃走中 小学1

4 体を使うイベント 717 子どもの家等 落合公園で「だるまさんが転んだ」をやりたい 小学4

4 体を使うイベント 728 子どもの家等 落合公園で鬼ごっこ 小学1

4 体を使うイベント 738 子どもの家等 ダンボール、立体迷路 小学2

4 体を使うイベント 760 子どもの家等 スリッパ飛ばし大会 小学2

4 体を使うイベント 762 子どもの家等 さわやかウォーキングの春日井市内版 小学3

4 体を使うイベント 762 子どもの家等 歩け歩け大会（10kmくらい） 小学3

4 体を使うイベント 800 子どもの家等 大縄跳び 小学1

4 体を使うイベント 821 子どもの家等 遠足 小学2

4 体を使うイベント 840 子どもの家等 鬼ごっこ 小学5

4 体を使うイベント 845 子どもの家等 かくれんぼ 小学5

4 体を使うイベント 848 子どもの家等 ちゃんばら 小学5

4 体を使うイベント 852 子どもの家等 しっぽとり大会 小学5

4 体を使うイベント 870 子どもの家等 一番長く縄跳びできるかチャレンジ 小学3

4 体を使うイベント 909 子どもの家等 ボールころがし 小学3

4 体を使うイベント 910 子どもの家等 綱引き 小学3

4 体を使うイベント 913 子どもの家等 かけっこ 小学3

4 体を使うイベント 914 子どもの家等 だい名ボール当て大会 小学4

4 体を使うイベント 930 子どもの家等 脱獄ごっこ選手権　チーム３人制 小学3

4 体を使うイベント 934 児童館等 トランポリン 小学3

4 体を使うイベント 934 児童館等 ダンス教室 小学3

4 体を使うイベント 948 児童館等 体操 未就学

4 体を使うイベント 962 児童館等 運動会 小学1

4 体を使うイベント 965 児童館等 おにごっこ 小学1

4 体を使うイベント 967 児童館等 ダンス 小学4

4 体を使うイベント 969 児童館等 運動会 未就学

4 体を使うイベント 972 児童館等 町内の運動会 未就学

4 体を使うイベント 974 児童館等 サーキット遊び 未就学

4 体を使うイベント 979 子どもの家等 トランポリンやアスレチックを使った遊び 小学1

4 体を使うイベント 982 児童館等 学校の体育祭 中学２

4 体を使うイベント 985 児童館等 学校の体育大会 中学２

4 体を使うイベント 987 児童館等 体育祭 中学２

4 体を使うイベント 991 児童館等 借り物競争 小学5

4 体を使うイベント 992 児童館等 パン食い競争 小学5
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4 体を使うイベント 994 児童館等 ストライクアウト 小学6

4 体を使うイベント 995 児童館等 ストライクアウト 小学6

4 体を使うイベント 998 児童館等 アーチェリー 中学２

5 工作・手芸・お絵描き系 23 子どもの家等 お絵描き 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 23 子どもの家等 折り紙 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 39 子どもの家等 モノづくり大会 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 74 子どもの家等 絵を描く 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 89 子どもの家等 紙粘土で工作 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 96 子どもの家等 プラバン 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 102 子どもの家等 紙粘土 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 108 子どもの家等 キャップを使った遊び 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 112 子どもの家等 スライム 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 114 子どもの家等 スライム 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 194 サマースクール 工作イベント 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 209 サマースクール ポスター作り 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 243 サマースクール 工作イベント 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 355 サマースクール 工作イベント 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 382 サマースクール スライム作り 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 384 サマースクール 工作イベント 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 392 サマースクール スイーツデコ作り 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 439 サマースクール 工作イベント 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 447 サマースクール ヘアゴム作り 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 448 サマースクール ブロック 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 494 サマースクール 工作 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 512 子どもの家等 ペットボトルのマラカス 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 518 子どもの家等 工作イベント 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 585 子どもの家等 食品サンプルを作る体験 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 586 子どもの家等 思い出をみんなで大きな紙に書く 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 599 子どもの家等 ペットボトルロケット大会 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 611 児童館等 工作 小学4

5 工作・手芸・お絵描き系 615 児童館等 フェルト手芸教室 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 624 児童館等 工作 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 637 児童館等 絵しりとり大会 中学１

5 工作・手芸・お絵描き系 639 児童館等 大きな公園で工作・手芸・お絵描き系大会 中学２

5 工作・手芸・お絵描き系 649 児童館等 紙飛行機大会 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 657 児童館等 紙飛行機大会 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 673 児童館等 工作 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 683 児童館等 折り紙 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 683 児童館等 写し絵 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 683 児童館等 塗り絵 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 690 児童館等 折り紙 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 716 子どもの家等 ぬり絵づくり 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 726 子どもの家等 本づくり 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 732 子どもの家等 埴輪づくり 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 744 子どもの家等 色々な形のうちわをつくってみたい 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 747 子どもの家等 制作 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 748 子どもの家等 丸太切り 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 754 子どもの家等 せんせいつくる？ 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 798 子どもの家等 墨絵 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 820 子どもの家等 ぬいぐるみ作り、お財布作り、カバン作り 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 829 子どもの家等 お皿のぬり絵、焼き付けると色がつく 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 878 子どもの家等 ハンドメイドコーナー 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 879 子どもの家等 キーホルダー作り 小学2
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5 工作・手芸・お絵描き系 880 子どもの家等 消しゴム作り 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 881 子どもの家等 皆でリース作り 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 882 子どもの家等 おりがみ 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 883 子どもの家等 ケーキづくり体験 小学2

5 工作・手芸・お絵描き系 931 児童館等 陶芸 小学5

5 工作・手芸・お絵描き系 931 児童館等 絵画 小学5

5 工作・手芸・お絵描き系 931 児童館等 絵具アート 小学5

5 工作・手芸・お絵描き系 932 児童館等 手足に絵具をつけて大きい紙にペタペタする 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 934 児童館等 カラーサンドアート 小学3

5 工作・手芸・お絵描き系 935 児童館等 手形とり 未就学

5 工作・手芸・お絵描き系 944 児童館等 写真や手形をつかった製作 未回答

5 工作・手芸・お絵描き系 945 児童館等 手形、足形をとる 未就学

5 工作・手芸・お絵描き系 955 児童館等 キーホルダー作り 小学1

5 工作・手芸・お絵描き系 959 児童館等 タイルに絵を描いて、壁画にする 未就学

5 工作・手芸・お絵描き系 960 児童館等 工作教室 未就学

5 工作・手芸・お絵描き系 967 児童館等 工作 小学4

5 工作・手芸・お絵描き系 977 児童館等 藍染体験 小学6

5 工作・手芸・お絵描き系 977 児童館等 物作り体験 小学6

6 文化行事 81 子どもの家等 映画館 小学1

6 文化行事 82 子どもの家等 映画館 小学1

6 文化行事 99 子どもの家等 本を増やす 小学4

6 文化行事 123 サマースクール コンサート 小学3

6 文化行事 127 サマースクール 音楽 小学4

6 文化行事 133 サマースクール 星野源さんの歌 小学4

6 文化行事 140 サマースクール キンプリのライブ 小学3

6 文化行事 142 サマースクール 映画鑑賞 小学2

6 文化行事 187 サマースクール 合唱 小学3

6 文化行事 188 サマースクール 人形劇 小学1

6 文化行事 192 サマースクール ピアノ鑑賞 小学4

6 文化行事 192 サマースクール 紙芝居 小学4

6 文化行事 193 サマースクール ピアノ鑑賞 小学2

6 文化行事 195 サマースクール 読み聞かせイベント 小学1

6 文化行事 196 サマースクール 人形劇 小学2

6 文化行事 198 サマースクール 音楽 小学2

6 文化行事 198 サマースクール なかよし教室で紙芝居 小学2

6 文化行事 198 サマースクール 人形劇 小学2

6 文化行事 206 サマースクール 小中学生の作品を展示するイベント 小学4

6 文化行事 236 サマースクール 本の読み聞かせ 小学2

6 文化行事 286 サマースクール アート大会 未回答

6 文化行事 289 サマースクール お花見 小学3

6 文化行事 306 サマースクール 映画 小学1

6 文化行事 319 サマースクール 折り紙作品の展示会 小学4

6 文化行事 320 サマースクール 読み聞かせイベント 未回答

6 文化行事 367 サマースクール 音楽や歌が聞けるイベント 小学1

6 文化行事 368 サマースクール じんちょうげ　（DISHというグループの歌） 小学1

6 文化行事 369 サマースクール 春日井の歴史展 小学4

6 文化行事 373 サマースクール 音楽が聴けるイベント 未回答

6 文化行事 437 サマースクール 琵琶や胡弓の演奏体験 未回答

6 文化行事 444 サマースクール 本がたくさん読めるイベント 小学4

6 文化行事 445 サマースクール 本がたくさん読めるイベント 小学3

6 文化行事 472 サマースクール いろいろな楽器を使った音楽ショー 未回答

6 文化行事 476 サマースクール 豆まき大会 未回答

6 文化行事 477 サマースクール ハロウィーンまつり 未回答



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

6 文化行事 489 サマースクール 本の読み聞かせ 小学6

6 文化行事 491 サマースクール ビブリオバトル 小学6

6 文化行事 497 サマースクール 映画 小学5

6 文化行事 519 子どもの家等 小中学生の音楽部のコンサート 小学5

6 文化行事 526 子どもの家等 太鼓ステージ 小学3

6 文化行事 529 子どもの家等 お絵描き大会 未回答

6 文化行事 608 児童館等 映画上映会 中学２

6 文化行事 647 児童館等 アニメ鑑賞 未回答

6 文化行事 655 児童館等 アニメ鑑賞 未回答

6 文化行事 663 児童館等 床や壁に絵を描き放題のイベント 小学4

6 文化行事 666 児童館等 絵のコンクール 未回答

6 文化行事 675 児童館等 太鼓 小学3

6 文化行事 695 児童館等 太鼓 未回答

6 文化行事 739 子どもの家等 劇 小学2

6 文化行事 869 子どもの家等 人形劇 小学3

6 文化行事 947 児童館等 赤ちゃんと楽しめる音楽会 未就学

6 文化行事 949 児童館等 読み聞かせ 未回答

6 文化行事 955 児童館等 おどりや歌をききたい 小学1

6 文化行事 961 児童館等 小さい子と聴ける音楽会 未就学

6 文化行事 976 児童館等 小さい子向けのコンサート 未就学

6 文化行事 982 児童館等 学校の文化祭 中学２

6 文化行事 987 児童館等 文化祭 中学２

7 ステージ・ショー 138 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 151 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 178 サマースクール マジックショー 小学5

7 ステージ・ショー 189 サマースクール 手品 小学2

7 ステージ・ショー 196 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 198 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 206 サマースクール ステージでいろいろと披露するイベント 小学4

7 ステージ・ショー 207 サマースクール お笑いイベント 小学2

7 ステージ・ショー 215 サマースクール 音楽ライブ 小学3

7 ステージ・ショー 218 サマースクール お笑いのショー 小学3

7 ステージ・ショー 224 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 235 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 238 サマースクール 花火ショー 小学1

7 ステージ・ショー 240 サマースクール マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 241 サマースクール マジックショー 小学4

7 ステージ・ショー 249 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 266 サマースクール マジックショー 小学5

7 ステージ・ショー 267 サマースクール サーカス 小学5

7 ステージ・ショー 270 サマースクール マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 272 サマースクール マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 273 サマースクール マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 284 サマースクール 大食い大会 小学3

7 ステージ・ショー 304 サマースクール マジックショー 未回答

7 ステージ・ショー 329 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 356 サマースクール 総合体育館で新体操選手のパフォーマンス 未回答

7 ステージ・ショー 356 サマースクール ダンスパフォーマンス 未回答

7 ステージ・ショー 356 サマースクール マジックショー 未回答

7 ステージ・ショー 359 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 360 サマースクール マジックショー 小学5

7 ステージ・ショー 372 サマースクール マジックショー 未回答

7 ステージ・ショー 374 サマースクール サーカス 小学1
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7 ステージ・ショー 376 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 377 サマースクール マジックショー 小学2

7 ステージ・ショー 379 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 380 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 381 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 387 サマースクール マジックショー 小学4

7 ステージ・ショー 388 サマースクール マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 389 サマースクール マジックショー 小学1

7 ステージ・ショー 413 サマースクール スケートショー 小学1

7 ステージ・ショー 499 サマースクール パレード 小学3

7 ステージ・ショー 511 子どもの家等 マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 578 子どもの家等 ダンスショー 小学2

7 ステージ・ショー 610 児童館等 マジックショー 小学4

7 ステージ・ショー 624 児童館等 マジックショー 小学3

7 ステージ・ショー 805 子どもの家等 吉本新喜劇 小学1

7 ステージ・ショー 868 子どもの家等 勝利を知る話や劇 小学3

7 ステージ・ショー 871 子どもの家等 写真ショー 小学3

7 ステージ・ショー 924 子どもの家等 マジック 小学3

7 ステージ・ショー 951 児童館等 マジック 小学3

7 ステージ・ショー 952 児童館等 マジック 小学3

8 お楽しみ会 98 子どもの家等 お楽しみ会大会 小学4

8 お楽しみ会 182 サマースクール お楽しみ会（トーナメント戦） 小学3

8 お楽しみ会 225 サマースクール お楽しみ会大会 小学3

8 お楽しみ会 284 サマースクール お楽しみ会大会 小学3

8 お楽しみ会 289 サマースクール お楽しみ会大会 小学3

8 お楽しみ会 293 サマースクール お楽しみ会大会 未回答

8 お楽しみ会 294 サマースクール お楽しみ会大会 小学3

8 お楽しみ会 303 サマースクール お楽しみ会 未回答

8 お楽しみ会 319 サマースクール 市についてのお楽しみ会 小学4

8 お楽しみ会 424 サマースクール クリスマスイベント 未回答

8 お楽しみ会 434 サマースクール お楽しみ会 小学4

8 お楽しみ会 441 サマースクール お楽しみ会大会 小学2

8 お楽しみ会 453 サマースクール お楽しみ会 小学2

8 お楽しみ会 518 子どもの家等 お楽しみ会 小学2

8 お楽しみ会 523 子どもの家等 クリスマス会 小学1

8 お楽しみ会 524 子どもの家等 ハロウィンイベント 小学4

8 お楽しみ会 527 子どもの家等 お楽しみ会大会 小学4

8 お楽しみ会 531 子どもの家等 お花見 小学6

8 お楽しみ会 540 子どもの家等 ハロウィンイベント 小学2

8 お楽しみ会 541 子どもの家等 ハロウィンイベント 小学3

8 お楽しみ会 556 子どもの家等 お楽しみ会大会 小学1

8 お楽しみ会 613 児童館等 お楽しみ会大会 小学4

8 お楽しみ会 645 児童館等 輪投げ大会 小学2

8 お楽しみ会 650 児童館等 お楽しみ会 未回答

8 お楽しみ会 658 児童館等 お楽しみ会 未回答

8 お楽しみ会 665 児童館等 お楽しみ会大会 小学6

8 お楽しみ会 668 児童館等 お楽しみ会大会 小学6

8 お楽しみ会 746 子どもの家等 クイズ 小学2

8 お楽しみ会 817 子どもの家等 クイズ 小学2

8 お楽しみ会 825 子どもの家等 紙芝居 小学1

8 お楽しみ会 825 子どもの家等 お楽しみ会、 小学1

8 お楽しみ会 833 子どもの家等 親子オリエンテーリング 小学2

8 お楽しみ会 835 子どもの家等 仮装のハロウィンパーティ 小学2
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8 お楽しみ会 839 子どもの家等 お楽しみ会大会 小学5

8 お楽しみ会 844 子どもの家等 マジカルバナナ 小学5

8 お楽しみ会 867 子どもの家等 お楽しみ会ゲーム 小学3

8 お楽しみ会 875 子どもの家等 親子でお楽しみ会大会 小学1

8 お楽しみ会 933 児童館等 かるた大会 小学3

8 お楽しみ会 946 児童館等 1歳児でも体験できるイベント 未就学

8 お楽しみ会 947 児童館等 １～３歳児と楽しめるイベント 未就学

8 お楽しみ会 953 児童館等 お楽しみ会 小学3

8 お楽しみ会 956 児童館等 クリスマスパーティー 小学5

8 お楽しみ会 956 児童館等 ハロウィンパーティー 小学5

8 お楽しみ会 957 児童館等 ハロウィンパーティー 小学5

8 お楽しみ会 971 児童館等 ハロウィンイベント 小学1

8 お楽しみ会 971 児童館等 魚釣りゲーム 小学1

9 教室 191 サマースクール ヨーヨーのプロに来てもらう 小学4

9 教室 200 サマースクール マジック教室 小学2

9 教室 201 サマースクール マジック教室 小学2

9 教室 214 サマースクール プログラミングのイベント 小学2

9 教室 225 サマースクール 科学の実験 小学3

9 教室 225 サマースクール 春日井はどうやってできたのか？ 小学3

9 教室 255 サマースクール パン作り 小学4

9 教室 301 サマースクール 昆虫や海の生物について学べるイベント 未回答

9 教室 326 サマースクール 水泳選手による水泳教室 小学4

9 教室 334 サマースクール ドラゴンズ選手の野球教室 小学3

9 教室 335 サマースクール 大学で実験体験 小学4

9 教室 335 サマースクール 植物や動物のひみつ教室 小学4

9 教室 335 サマースクール イラストレーターによる描き方教室 小学4

9 教室 348 サマースクール 生け花教室 小学3

9 教室 390 サマースクール 折り紙教室 小学3

9 教室 393 サマースクール マジック体験 小学3

9 教室 407 サマースクール マジック体験 小学5

9 教室 465 サマースクール 道風くんのことをもっと知れるイベント 小学6

9 教室 471 サマースクール 昔の字を書く習字イベント 小学6

9 教室 471 サマースクール 影絵 小学6

9 教室 491 サマースクール プログラミング 小学6

9 教室 496 サマースクール スケートボードの練習ができるイベント 小学4

9 教室 502 サマースクール そろばん 小学1

9 教室 530 子どもの家等 プログラミングイベント 小学3

9 教室 572 子どもの家等 スポーツ体験 小学3

9 教室 613 児童館等 マジック教室 小学4

9 教室 614 児童館等 マジック教室 小学3

9 教室 617 児童館等 マジック体験 小学1

9 教室 618 児童館等 マジック体験 小学3

9 教室 620 児童館等 マジック教室 小学3

9 教室 622 児童館等 ゲーム作り 小学1

9 教室 626 児童館等 マジック教室 小学3

9 教室 635 児童館等 折り紙教室 小学2

9 教室 757 子どもの家等 カマキリ先生を呼んでください 小学2

9 教室 790 子どもの家等 自分でお弁当を作ってみたい 小学1

9 教室 801 子どもの家等 外国の先生との授業（異文化交流） 小学1

9 教室 820 子どもの家等 パン作り、スイーツ作り 小学3

9 教室 884 子どもの家等 パン作り 小学2

9 教室 931 児童館等 習字 小学5

9 教室 934 児童館等 グルッポENGLISH 小学3
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9 教室 945 児童館等 親子お菓子作り教室 未就学

9 教室 945 児童館等 親子アクセサリー教室 未就学

9 教室 977 児童館等 歴史講座 小学6

9 教室 980 児童館等 SDGｓを学べるイベント 小学4

9 教室 990 児童館等 SDGｓについて学ぶ 小学4

10 自然・農業体験 15 子どもの家等 魚釣り 小学4

10 自然・農業体験 18 子どもの家等 魚釣り 小学3

10 自然・農業体験 27 子どもの家等 魚釣り 小学1

10 自然・農業体験 34 子どもの家等 魚釣り 小学1

10 自然・農業体験 35 子どもの家等 虫取り 小学1

10 自然・農業体験 37 子どもの家等 前高公園の自然を増やす 小学1

10 自然・農業体験 40 子どもの家等 虫取り大会、魚釣り 小学1

10 自然・農業体験 48 子どもの家等 虫取り 小学1

10 自然・農業体験 55 子どもの家等 お花を見たい 小学1

10 自然・農業体験 60 子どもの家等 水遊び 小学3

10 自然・農業体験 78 子どもの家等 魚つかみどり 小学2

10 自然・農業体験 101 子どもの家等 魚釣り 小学2

10 自然・農業体験 131 サマースクール 魚釣り 小学3

10 自然・農業体験 131 サマースクール 川遊び 小学3

10 自然・農業体験 139 サマースクール 魚釣り 小学3

10 自然・農業体験 239 サマースクール キャンプ 小学3

10 自然・農業体験 277 サマースクール もくもくファーム 小学1

10 自然・農業体験 280 サマースクール 牧歌の里 小学1

10 自然・農業体験 312 サマースクール 虫取り 小学4

10 自然・農業体験 314 サマースクール 牧歌の里 小学3

10 自然・農業体験 315 サマースクール バーベキュー 小学2

10 自然・農業体験 396 サマースクール 魚釣り 小学3

10 自然・農業体験 422 サマースクール 魚釣り 小学1

10 自然・農業体験 461 サマースクール 少年自然の家で自然と触れ合えるイベント 小学6

10 自然・農業体験 462 サマースクール 星の観察 小学6

10 自然・農業体験 470 サマースクール 市役所で星観察 小学6

10 自然・農業体験 488 サマースクール 少年自然の家の里山体験 小学6

10 自然・農業体験 491 サマースクール 湿地探検 小学6

10 自然・農業体験 491 サマースクール 天体観測 小学6

10 自然・農業体験 497 サマースクール キャンプ 小学5

10 自然・農業体験 504 子どもの家等 魚釣り 小学2

10 自然・農業体験 551 子どもの家等 魚釣り 小学1

10 自然・農業体験 661 児童館等 魚つかみどり 小学6

10 自然・農業体験 673 児童館等 虫取り 小学1

10 自然・農業体験 749 子どもの家等 ヘラクレス・リッキーをさわらせてください 小学2

10 自然・農業体験 755 子どもの家等 世界のカマキリを集めて、カマキリ展をつくってください小学2

10 自然・農業体験 793 子どもの家等 魚釣り大会 小学3

10 自然・農業体験 803 子どもの家等 散策＆虫取り 小学1

10 自然・農業体験 826 子どもの家等 魚釣りイベント 小学1

10 自然・農業体験 931 児童館等 芝生づくり 小学5

10 自然・農業体験 966 児童館等 昆虫イベント 未就学

10 自然・農業体験 998 児童館等 虫取り 中学２

10 自然・農業体験 998 児童館等 魚つり 中学２

11 テレビゲーム 121 サマースクール ゲーム 小学4

11 テレビゲーム 124 サマースクール ゲーム 小学2

11 テレビゲーム 137 サマースクール ゲーム 小学4

11 テレビゲーム 141 サマースクール ゲームの通信対戦 小学4

11 テレビゲーム 167 サマースクール ゲームやり放題 小学3



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

11 テレビゲーム 289 サマースクール ゲーム大会 小学3

11 テレビゲーム 302 サマースクール ゲームフェスティバル 未回答

11 テレビゲーム 318 サマースクール ゲーム大会 小学2

11 テレビゲーム 319 サマースクール ゲーム大会 小学4

11 テレビゲーム 322 サマースクール
ゲーム大会（マインクラフト、あつまれ動物の

森）
小学4

11 テレビゲーム 324 サマースクール ゲーム大会 小学2

11 テレビゲーム 325 サマースクール ゲーム大会 小学4

11 テレビゲーム 328 サマースクール 野球ゲームの大会 小学2

11 テレビゲーム 330 サマースクール ゲーム大会 小学2

11 テレビゲーム 339 サマースクール 総合体育館でゲーム大会 小学3

11 テレビゲーム 342 サマースクール 総合体育館でパワプロ大会 小学3

11 テレビゲーム 343 サマースクール ゲーム大会（スイッチ版フォールガイズ） 小学4

11 テレビゲーム 350 サマースクール ゲーム大会（マリオカート８デラックス） 小学3

11 テレビゲーム 351 サマースクール ゲーム大会 小学3

11 テレビゲーム 358 サマースクール ゲーム大会 小学2

11 テレビゲーム 552 子どもの家等 ゲーム 未回答

11 テレビゲーム 646 児童館等 スマブラ大会 中学２

11 テレビゲーム 669 児童館等 ゲーム大会 小学6

11 テレビゲーム 670 児童館等 ゲーム大会 小学6

11 テレビゲーム 671 児童館等 ゲーム大会 小学6

11 テレビゲーム 672 児童館等 現実フォトナ（ゲーム） 小学6

11 テレビゲーム 691 児童館等 グランツーリスモの大会 小学3

11 テレビゲーム 736 子どもの家等 ゲーム 小学2

11 テレビゲーム 857 子どもの家等 ポケモンGO 小学5

11 テレビゲーム 858 子どもの家等 マリオカート 小学5

11 テレビゲーム 859 子どもの家等 wiiスポーツ 小学5

11 テレビゲーム 988 児童館等 ゲーム大会 中学２

12 著名人を招待するイベント 182 サマースクール 有名人が来るイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 203 サマースクール チョコレートプラネット（お笑い芸人）を呼ぶ 未回答

12 著名人を招待するイベント 210 サマースクール なにわ男子の歌 小学3

12 著名人を招待するイベント 211 サマースクール もう中学生（お笑い芸人）を呼ぶ 小学3

12 著名人を招待するイベント 284 サマースクール 総理大臣のサイン会 小学3

12 著名人を招待するイベント 321 サマースクール バレーボールの選手がくるイベント 未回答

12 著名人を招待するイベント 333 サマースクール ゆーぽんと遊ぶ（ユーチューバー） 未回答

12 著名人を招待するイベント 336 サマースクール 青山剛昌さんのサイン会（漫画家） 未回答

12 著名人を招待するイベント 342 サマースクール ドラゴンズイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 344 サマースクール ガンバ大阪のイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 346 サマースクール 有名な選手によるバドミントン大会 小学5

12 著名人を招待するイベント 349 サマースクール なにわ男子に会えるイベント 未回答

12 著名人を招待するイベント 350 サマースクール M-1チャンピョンによるお笑いイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 352 サマースクール りささんのサイン会 未回答

12 著名人を招待するイベント 353 サマースクール ヤクルトの村上さんに会えるイベント 小学5

12 著名人を招待するイベント 354 サマースクール ドラゴンズの木下さんに会えるイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 354 サマースクール 阪神の糸井さんに会えるイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 354 サマースクール ヤクルトの村上さんに会えるイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 354 サマースクール エンゼルスの大谷さんに会えるイベント 小学3

12 著名人を招待するイベント 357 サマースクール なにわ男子に会えるイベント 小学1

12 著名人を招待するイベント 358 サマースクール ユーチューバーと遊ぶイベント 小学2

12 著名人を招待するイベント 362 サマースクール ヒカキンが来るイベント 小学1

12 著名人を招待するイベント 364 サマースクール ヒカキンが来るイベント 小学1

12 著名人を招待するイベント 369 サマースクール 有名人を呼ぶ 小学4

12 著名人を招待するイベント 391 サマースクール ヒカキンが来るイベント 小学1



区分No 区分
回答者

No.
施設名 意見 学年

12 著名人を招待するイベント 628 児童館等
愛知県出身の俳優、スポーツ選手、アーティスト

のトークイベント
小学3

12 著名人を招待するイベント 759 子どもの家等 元春日井市長の人全員と握手がしたい 小学4

12 著名人を招待するイベント 872 子どもの家等 YouTuberに会う 小学3

12 著名人を招待するイベント 945 児童館等 お相撲さんに会う 未就学

13 食のイベント 23 子どもの家等 焼き芋 小学1

13 食のイベント 81 子どもの家等 いちご狩り 小学1

13 食のイベント 82 子どもの家等 パイナップル狩り 小学1

13 食のイベント 241 サマースクール 餅つき 小学4

13 食のイベント 247 サマースクール 餅つき大会 小学2

13 食のイベント 267 サマースクール 餅つき 小学5

13 食のイベント 410 サマースクール キッチンカーがあるイベント 小学5

13 食のイベント 461 サマースクール 餅つき大会 小学6

13 食のイベント 538 子どもの家等 餅つき大会 小学1

13 食のイベント 570 子どもの家等 餅つき大会 小学3

13 食のイベント 586 子どもの家等 グルメイベント 未回答

13 食のイベント 608 児童館等 給食体験 中学２

13 食のイベント 609 児童館等 サボテン料理試食会 中学２

13 食のイベント 674 児童館等 沢山食べ物を食べられるイベント 小学1

13 食のイベント 729 子どもの家等 とうふ大食い競争 小学1

13 食のイベント 736 子どもの家等 アイスクリ　タケ　？ 小学2

13 食のイベント 750 子どもの家等 やきとりイベント 未回答

13 食のイベント 787 子どもの家等 かき氷とアイス食べ放題 小学1

13 食のイベント 789 子どもの家等 イチゴ食べ放題イベント 小学4

13 食のイベント 792 子どもの家等 パフェをつくる 小学1

13 食のイベント 794 子どもの家等 かき氷食べ放題 小学2

13 食のイベント 823 子どもの家等 グルメフェスティバル 小学3

13 食のイベント 828 子どもの家等
サボテンを食べたり、観賞用のサボテンを販売し

たり
小学1

13 食のイベント 838 子どもの家等 春日井名物グルメ王座決定戦 小学3

13 食のイベント 854 子どもの家等 大食い大会 小学5

13 食のイベント 921 子どもの家等 ジュース 小学3

13 食のイベント 938 児童館等 フードフェスティバル 未回答

13 食のイベント 980 児童館等 サボテン試食体験 小学4

13 食のイベント 990 児童館等 サボテン試食体験 小学4

14 水遊び 75 子どもの家等 プール 小学1

14 水遊び 76 子どもの家等 プール 小学2

14 水遊び 119 子どもの家等 プール 小学4

14 水遊び 121 サマースクール プール 小学4

14 水遊び 125 サマースクール プール 小学2

14 水遊び 126 サマースクール プール 小学2

14 水遊び 139 サマースクール プール 小学3

14 水遊び 142 サマースクール プール 小学2

14 水遊び 162 サマースクール 水かけフェスティバル 小学2

14 水遊び 199 サマースクール ホテルのプール 小学1

14 水遊び 300 サマースクール 水鉄砲合戦 小学5

14 水遊び 315 サマースクール 市民プール 小学2

14 水遊び 317 サマースクール 流れるプール 小学2

14 水遊び 333 サマースクール プール 未回答

14 水遊び 457 サマースクール 水のフェスティバル 小学3

14 水遊び 495 サマースクール 流れるプール 小学1

14 水遊び 499 サマースクール プール 小学3

14 水遊び 501 サマースクール 温水プール 小学1



区分No 区分
回答者
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14 水遊び 708 子どもの家等 子どもだけでプール 小学4

14 水遊び 788 子どもの家等 風船を割ったら風船から水がでてくるイベント 小学2

14 水遊び 796 子どもの家等 水遊びの場所を増やしてほしい 小学1

14 水遊び 819 子どもの家等

夏に水遊びイベント（例えば頭上に沢山の水が

シャワーのように降ってくる）、プールにマット

を置いて橋渡り、輪投げなど

小学2

14 水遊び 942 児童館等 水かけイベント 未回答

14 水遊び 945 児童館等
ボディペイント（シャワー、プール遊びと組み合

わせる）
未就学

14 水遊び 973 児童館等 水遊びイベント 未就学

15 ボードゲーム・カードゲーム 23 子どもの家等 ウノ 小学1

15 ボードゲーム・カードゲーム 23 子どもの家等 マンカラ（ボードゲーム） 小学1

15 ボードゲーム・カードゲーム 23 子どもの家等 ツイスター（パーティーゲーム） 小学1

15 ボードゲーム・カードゲーム 23 子どもの家等 ドミノ 小学1

15 ボードゲーム・カードゲーム 23 子どもの家等 ジェンガ 小学1

15 ボードゲーム・カードゲーム 105 子どもの家等 ポケカ大会 小学5

15 ボードゲーム・カードゲーム 117 子どもの家等 トランプ 小学2

15 ボードゲーム・カードゲーム 120 サマースクール 将棋体験 小学4

15 ボードゲーム・カードゲーム 141 サマースクール カードゲーム大会 小学4

15 ボードゲーム・カードゲーム 173 サマースクール 将棋大会 小学4

15 ボードゲーム・カードゲーム 180 サマースクール オセロ大会 小学4

15 ボードゲーム・カードゲーム 181 サマースクール ウノ大会 小学2

15 ボードゲーム・カードゲーム 260 サマースクール オセロ大会 小学2

15 ボードゲーム・カードゲーム 261 サマースクール マンカラ（ボードゲーム） 未回答

15 ボードゲーム・カードゲーム 290 サマースクール キャラパキ大会（バンダイのおもちゃ） 未回答

15 ボードゲーム・カードゲーム 507 子どもの家等 ポケモンカード 小学3

15 ボードゲーム・カードゲーム 507 子どもの家等 人狼ゲーム 小学3

15 ボードゲーム・カードゲーム 646 児童館等 デュエマ大会（カードゲーム） 中学２

15 ボードゲーム・カードゲーム 654 児童館等 カードゲーム 未回答

15 ボードゲーム・カードゲーム 741 子どもの家等 すごろく 小学2

15 ボードゲーム・カードゲーム 975 児童館等 どうぶつペアカード 未就学

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 73 子どもの家等 宝探し 小学3

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 302 サマースクール 動物スタンプラリー 未回答

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 302 サマースクール 鉄道スタンプラリー 未回答

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 369 サマースクール 市内スタンプラリー 小学4

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 436 サマースクール 謎解き 小学5

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 470 サマースクール 落合公園でボートスタンプラリー 小学6

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 511 子どもの家等 スタンプラリー 小学3

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 542 子どもの家等 砂場の宝探し 小学3

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 596 子どもの家等 謎解きゲーム（市民会館） 小学2

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 624 児童館等 クイズラリー 小学3

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 724 子どもの家等 春日井市全体を使って宝探し 小学4

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 725 子どもの家等 落合公園で宝探し 小学4

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 751 子どもの家等 宝探し 小学1

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 762 子どもの家等 スタンプラリー 小学3

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 797 子どもの家等 ウォークラリー（スタンプラリー） 小学1

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 950 児童館等 謎解き 小学6

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 960 児童館等 施設をめぐるスタンプラリー 未就学

16 スタンプラリー・謎解き・宝探し 975 児童館等 宝探し 未就学

17 風船を使うイベント 68 子どもの家等 風船屋 小学2

17 風船を使うイベント 91 子どもの家等 バルーンプール 小学4

17 風船を使うイベント 107 子どもの家等 風船運び対決 小学2

17 風船を使うイベント 237 サマースクール 風船割り 未回答
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17 風船を使うイベント 267 サマースクール 風船の滑り台 小学5

17 風船を使うイベント 278 サマースクール バルーンアート体験 小学2

17 風船を使うイベント 411 サマースクール ３万個の夢バルーン 小学5

17 風船を使うイベント 510 子どもの家等 風船投げ 小学1

17 風船を使うイベント 592 子どもの家等 バルーンを飛ばすイベント 小学1

17 風船を使うイベント 630 児童館等 市民全員で風船を飛ばす 小学4

17 風船を使うイベント 631 児童館等 バルーンアート体験 小学1

17 風船を使うイベント 791 子どもの家等 風船を時間内にどっちが多く割れるか 小学2

17 風船を使うイベント 837 子どもの家等 無数の風船を一度に飛ばす 小学1

17 風船を使うイベント 934 児童館等 バルーンアート 小学3

17 風船を使うイベント 951 児童館等 バルーンアート 小学3

17 風船を使うイベント 952 児童館等 バルーンアート 小学3

17 風船を使うイベント 959 児童館等 バルーンリリース 未就学

18 キャラクターイベント 69 子どもの家等 キャラクターがいっぱいいるイベント 小学2

18 キャラクターイベント 145 サマースクール ポケモンショー 小学1

18 キャラクターイベント 153 サマースクール
東京リベンジャーズのドラケン（アニメキャラク

ター）
小学2

18 キャラクターイベント 173 サマースクール セーラームーンの世界再現 小学4

18 キャラクターイベント 188 サマースクール ポケモンに会えるイベント 小学1

18 キャラクターイベント 197 サマースクール サボテンマンに会えるイベント 小学2

18 キャラクターイベント 197 サマースクール 道風くんに会えるイベント 小学2

18 キャラクターイベント 198 サマースクール サボテンマンに会えるイベント 小学2

18 キャラクターイベント 198 サマースクール 道風くんに会えるイベント 小学2

18 キャラクターイベント 340 サマースクール 総合体育館でカービィによるカービィ祭り 未回答

18 キャラクターイベント 383 サマースクール ミッキーマウスに会えるイベント 小学1

18 キャラクターイベント 398 サマースクール
きらキャラをしたい（きらキャラはきらきらス

イーツパラダイスのキャラクター）
小学1

18 キャラクターイベント 727 子どもの家等 道風くんと遊ぶ 小学1

18 キャラクターイベント 734 子どもの家等
道風くんと写真がとれるスポットをつくってほし

い
小学4

18 キャラクターイベント 745 子どもの家等 道風くんと写真を撮りたい 小学4

19 職業体験・工場見学 72 子どもの家等 ケーキ屋さんごっこ 小学2

19 職業体験・工場見学 180 サマースクール 警察署見学や仕事内容の学習 小学4

19 職業体験・工場見学 301 サマースクール 鉄道の工場や車両基地の見学イベント 未回答

19 職業体験・工場見学 400 サマースクール お祭りの店員 小学3

19 職業体験・工場見学 517 子どもの家等 市内企業の工場見学 小学2

19 職業体験・工場見学 521 子どもの家等 お店屋さんごっこ 小学2

19 職業体験・工場見学 568 子どもの家等 お祭りの店員 小学3

19 職業体験・工場見学 589 子どもの家等 職業体験・工場見学 小学3

19 職業体験・工場見学 598 子どもの家等 市内企業の職業体験・工場見学 小学3

19 職業体験・工場見学 608 児童館等 職業体験・工場見学 中学２

19 職業体験・工場見学 609 児童館等 職業体験・工場見学 中学２

19 職業体験・工場見学 627 児童館等 大工の職業体験・工場見学 小学4

19 職業体験・工場見学 761 子どもの家等 キッザニアのような職員体験できるイベントがあると楽しい小学3

19 職業体験・工場見学 779 子どもの家等 調理場探検 未回答

19 職業体験・工場見学 937 児童館等 職業体験 未就学

20 体験 190 サマースクール 違う小学校体験 小学5

20 体験 268 サマースクール 消防車体験 未回答

20 体験 276 サマースクール 太鼓体験 未回答

20 体験 285 サマースクール 化石発掘 未回答

20 体験 334 サマースクール 地下の秘密基地 小学3

20 体験 344 サマースクール 地下の秘密基地 小学3

20 体験 660 児童館等 ドクターフィッシュ 小学6
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20 体験 681 児童館等 ポリスカに乗る 小学1

20 体験 795 子どもの家等 液晶ペンタブレット体験会 小学6

20 体験 818 子どもの家等 かすがいまつりでのお抹茶体験 小学2

20 体験 830 子どもの家等 パトカーや消防車などのイベント 小学1

20 体験 831 子どもの家等 体験型イベント 小学1

20 体験 873 子どもの家等 メタバース 小学3

20 体験 968 児童館等 浴衣を着る 小学4

20 体験 974 児童館等 電車のジオラマ走行 未就学

21 動物イベント 139 サマースクール 動物園 小学3

21 動物イベント 171 サマースクール ハムスター触れ合い体験 小学4

21 動物イベント 172 サマースクール 小動物触れ合い体験 小学4

21 動物イベント 179 サマースクール 移動動物園、、 小学4

21 動物イベント 192 サマースクール 動物園 小学4

21 動物イベント 193 サマースクール 動物園 小学2

21 動物イベント 282 サマースクール 動物園 小学2

21 動物イベント 395 サマースクール イルカが観られるイベント 小学1

21 動物イベント 461 サマースクール ドッグラン 小学6

21 動物イベント 461 サマースクール
殺処分される犬猫を受け入れて、犬カフェ猫カ

フェをやる
小学6

21 動物イベント 490 サマースクール 動物の餌やり体験 小学6

21 動物イベント 709 子どもの家等 移動動物園、子どもだけ無料 小学4

21 動物イベント 945 児童館等 馬に乗る 未就学

22 環境イベント 460 サマースクール ポイ捨てについてのイベント 未回答

22 環境イベント 469 サマースクール 環境について学べるイベント 小学6

22 環境イベント 470 サマースクール 公園のゴミ拾いイベント 小学6

23 既存イベント 61 子どもの家等 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 183 サマースクール 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 184 サマースクール 春日井まつり 小学6

23 既存イベント 198 サマースクール 春日井まつり 小学2

23 既存イベント 214 サマースクール 弘法市 小学2

23 既存イベント 217 サマースクール 弘法市 小学2

23 既存イベント 219 サマースクール 弘法市 小学3

23 既存イベント 220 サマースクール 弘法市 小学2

23 既存イベント 223 サマースクール 春日井まつり 小学5

23 既存イベント 233 サマースクール 春日井まつり 小学2

23 既存イベント 234 サマースクール 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 244 サマースクール 春日井まつり 小学5

23 既存イベント 284 サマースクール 春日井まつり 小学3

23 既存イベント 291 サマースクール 春日井まつり 小学5

23 既存イベント 294 サマースクール 春日井まつり 小学3

23 既存イベント 299 サマースクール 納涼まつり 小学4

23 既存イベント 342 サマースクール 春日井まつり 小学3

23 既存イベント 344 サマースクール 春日井まつり 小学3

23 既存イベント 369 サマースクール 春日井まつり 小学4

23 既存イベント 403 サマースクール 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 404 サマースクール 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 415 サマースクール 春日井まつり 小学4

23 既存イベント 454 サマースクール 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 456 サマースクール 春日井まつり 小学1

23 既存イベント 459 サマースクール わいわいカーニバル 小学6

23 既存イベント 475 サマースクール 納涼まつり 小学6

23 既存イベント 525 子どもの家等 福祉のつどい 小学2

23 既存イベント 546 子どもの家等 弘法市 小学3
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23 既存イベント 547 子どもの家等 弘法市 小学3

23 既存イベント 558 子どもの家等 弘法市 小学1

23 既存イベント 559 子どもの家等 弘法市 小学1

23 既存イベント 593 子どもの家等 春日井まつり 小学3

23 既存イベント 632 児童館等 わいわいカーニバル 小学3

23 既存イベント 640 児童館等 弘法市 中学２

23 既存イベント 641 児童館等 弘法市 中学１

23 既存イベント 710 子どもの家等 納涼まつり、 小学4

23 既存イベント 710 子どもの家等 かすがいまつり 小学4

23 既存イベント 774 子どもの家等 落合公園の花火がきれいだった 小学5

23 既存イベント 781 子どもの家等 落合公園の花火大会 小学3

23 既存イベント 782 子どもの家等 かすがいまつり 小学1

23 既存イベント 784 子どもの家等 かすがいまつり 小学6

23 既存イベント 785 子どもの家等 かすがいまつり 小学4

23 既存イベント 786 子どもの家等 落合公園の花火大会 小学3

23 既存イベント 804 子どもの家等 出初式 小学1

23 既存イベント 818 子どもの家等 納涼まつり 小学2

23 既存イベント 939 児童館等 わいわいカーニバル 未回答

23 既存イベント 982 児童館等 納涼まつり 中学２

23 既存イベント 982 児童館等 春日井まつり 中学２

23 既存イベント 985 児童館等 春日井まつり 中学２

23 既存イベント 986 児童館等 納涼まつり 中学２

23 既存イベント 987 児童館等 春日井まつり 中学２

23 既存イベント 989 児童館等 春日井まつりを安くして 中学２

24 その他 642 児童館等 文房具祭り 未回答

24 その他 23 子どもの家等 メリーゴーランド 小学1

24 その他 23 子どもの家等 ゴーカート 小学1

24 その他 23 子どもの家等 漫画 小学1

24 その他 43 子どもの家等 スケボーをできるところを作る 小学2

24 その他 44 子どもの家等 野球をできるところを作る 小学1

24 その他 47 子どもの家等 水族館を建てる 小学3

24 その他 56 子どもの家等 虫取りのために、雑草を増やした公園を作る 小学3

24 その他 81 子どもの家等 温泉 小学1

24 その他 82 子どもの家等 温泉 小学1

24 その他 90 子どもの家等 イベント 小学1

24 その他 97 子どもの家等 コロナを消すためにがんばる 未回答

24 その他 110 子どもの家等 コロナをたおして 未回答

24 その他 113 子どもの家等 僕はお母さんのお手伝いをしました 未回答

24 その他 121 サマースクール 携帯 小学4

24 その他 121 サマースクール ユーチューブ 小学4

24 その他 121 サマースクール テレビ 小学4

24 その他 122 サマースクール 自宅近くにプールを作る 小学1

24 その他 128 サマースクール 春日井にしかない施設で多世代の遊び 小学4

24 その他 133 サマースクール 戦国時代の人物や文化を学べ、体験できる施設 小学4

24 その他 137 サマースクール ユーチューブ 小学4

24 その他 143 サマースクール こびとパーク 小学1

24 その他 164 サマースクール 低価のゲームセンター 小学3

24 その他 174 サマースクール ゲーム機配布 小学4

24 その他 184 サマースクール お菓子パーク 小学6

24 その他 185 サマースクール 鏡だけの場所 小学3

24 その他 187 サマースクール 式 小学3

24 その他 190 サマースクール 子どもで開催するイベント 小学5

24 その他 202 サマースクール 豪華旅行の割引 未回答
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24 その他 202 サマースクール ディズニーランドを春日井に建てる 未回答

24 その他 204 サマースクール 花がいっぱいで楽しいイベント 小学2

24 その他 206 サマースクール
フリーマーケットやワークショップが沢山集まる

イベント
小学4

24 その他 281 サマースクール プラネタリウム 小学1

24 その他 283 サマースクール モリコロパーク 未回答

24 その他 297 サマースクール 水族館 小学3

24 その他 306 サマースクール 昆虫科学館 小学1

24 その他 306 サマースクール レゴランド 小学1

24 その他 316 サマースクール 水族館 未回答

24 その他 342 サマースクール ナゴヤドームを建てる 小学3

24 その他 363 サマースクール 車のイベント 小学1

24 その他 366 サマースクール 市制記念日を休校にする 小学3

24 その他 370 サマースクール 市制記念日を休校にする 未回答

24 その他 371 サマースクール テーマパークを建てる 未回答

24 その他 377 サマースクール プラネタリウム 小学2

24 その他 394 サマースクール 飛行機から写真を撮る 小学1

24 その他 413 サマースクール 温泉 小学1

24 その他 430 サマースクール レゴランド 未回答

24 その他 444 サマースクール 宿泊できるイベント 小学4

24 その他 444 サマースクール フリーマーケット 小学4

24 その他 446 サマースクール 料理コンテスト 未回答

24 その他 464 サマースクール 子どもで開催するイベント 小学6

24 その他 465 サマースクール 得意なことで競う（読書、トランプなど） 小学6

24 その他 481 サマースクール
学校の科目を使った大人も子供も楽しめるイベン

ト
未回答

24 その他 483 サマースクール 公園にアスレチックを設置 小学6

24 その他 500 サマースクール ディズニーランド 小学1

24 その他 509 子どもの家等 子どもの家でお泊り 小学1

24 その他 560 子どもの家等 古本バザール 小学3

24 その他 590 子どもの家等 お泊り会 未回答

24 その他 600 児童館等 電化製品の無料プレゼント 小学6

24 その他 601 児童館等 お金つかみ取り 小学4

24 その他 602 児童館等 お金つかみ取り 小学6

24 その他 603 児童館等 お金つかみ取り 小学6

24 その他 604 児童館等 お金つかみ取り 小学6

24 その他 605 児童館等 お金つかみ取り 小学6

24 その他 606 児童館等 お金つかみ取り 小学6

24 その他 607 児童館等 お金つかみ取り 小学6

24 その他 621 児童館等 子供のフリーマーケット 小学6

24 その他 625 児童館等 どっきりグランプリ 小学2

24 その他 630 児童館等 ドローンで航空写真撮影 小学4

24 その他 644 児童館等 意見を提案できる場所を設置 未回答

24 その他 644 児童館等 子ども食堂 未回答

24 その他 644 児童館等 げんきっこセンターを大学生も使える施設にする 未回答

24 その他 660 児童館等 知らない人と遊べるイベント 小学6

24 その他 661 児童館等 お菓子つかみどり 小学6

24 その他 665 児童館等 自動販売機を増やす 小学6

24 その他 684 児童館等 クレーンゲーム 小学1

24 その他 703 子どもの家等
移動遊園地、子どもだけ貸し切り・無料、12泊

やってほしい
小学4

24 その他 704 子どもの家等 子どもだけでクレーンゲーム、無料 小学4
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24 その他 713 子どもの家等 移動遊園地、子ども無料 小学5

24 その他 719 子どもの家等 お菓子すくい 小学2

24 その他 730 子どもの家等 七夕飾り競争 小学1

24 その他 731 子どもの家等 １分間でかき氷を何個食べられるか選手権 小学4

24 その他 756 子どもの家等 福引をつくって、１等を岐阜県昆虫博物館チケットに 小学2

24 その他 832 子どもの家等 幼稚園と小学生などで年齢制限がないイベント 小学1

24 その他 855 子どもの家等 選挙 小学5

24 その他 863 子どもの家等 ゲームカセットを賭けたカジノ 小学5

24 その他 865 子どもの家等
カジノごっこ（アピタでたまにやっている黒ひげ

やルーレット）
小学3

24 その他 943 児童館等 フリーマーケット 未回答

24 その他 963 児童館等 何かギネス記録挑戦 未就学

24 その他 966 児童館等 グルッポの芝生を使ったイベント 未就学

24 その他 968 児童館等 フードパントリー 小学4

24 その他 970 児童館等 小学校対抗のイベント 小学2

24 その他 981 児童館等 昼寝 小学5

24 その他 987 児童館等 医療費　高校生まで無料 中学２

24 その他 989 児童館等 電気屋の90％オフセール 中学２

24 その他 989 児童館等 海を作って 中学２

24 その他 989 児童館等 高校生まで病院無料 中学２
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