安全を考えるセミナー

専門家・研究者とともに安全を一緒に考えよう！

講義とツールを使った体験を通し、子供だけでなく、親も一緒に
身近な危険と安全について学んでいただく一般向けセミナーです。

子供の遊びあるあるセミナー

11/

5土

各セミナーとも当日受付。途中参加も可能です。

自転車サイエンス：知ればもっと楽しく乗れる！

①10:30 〜 ②13:00 〜 ③15:30 〜（約40〜50分）

登る、飛ぶ、隠れる…。子供の遊びあるあるから、子供の行動特性を知
り、
地域や住まいに潜む危険をチェックしてみませんか！
※子供の遊びあるある投票は常時開催。
【提供：キッズデザイン協議会
こどもＯＳ研究会】

対象：乳幼児以上 ・

11/

6日

随時開催

自転車の安全を科学的に解説。ヘルメットの役割とブレーキ実験によ
る自転車メンテナンスの大切さを学びましょう。
【提供：産業技術総合研究所
人工知能研究センター
特別研究員 大野美喜子】

対象：幼児以上 ・ 保護者

保護者10～15組

企業向け商品づくりセミナー

参加費無料・事前申込制・先着 50 名

子供向けセーフティグッズ市場へ向けた製品開発、販促戦略
11/

4金 14:00〜15:30

登 壇 者（ 5 0 音 順 ）

第１部「製品開発事例」 第２部「データ活用と販促戦略」
ライフスタイルが多様化するなか、
「 子供の安全」への意識はますま
す高まり、家庭のみならず公共施設や子育て空間においても商品
選択の重要なキーワードになっています。キッズデザイン賞で高い評
価を受けた２社の開発事例に加え、子供の事故データから読み取る
製品開発方法、
マーケティング・販売促進の出口戦略まで、新たな
市場へのチャレンジのためのビジネス・ヒントを多数紹介します。
ファシリテーター：キッズデザイン協議会 理事

高橋 義則氏

参加ご希望の方は、メールにてお申込みください。

sanka_sgf@kidsdesign.jp

産業技術総合研究所
人工知能研究センター
主任研究員、博士（工学）

株式会社ダイナマークス
代表取締役
第９回キッズデザイン賞
審査委員長特別賞 受賞

北 村 光司 氏

佐々木 幸 一 氏

地方独立行政法人
東京都立産業技術研究
センター 主任研究員

株式会社アボード
代表取締役
第10回キッズデザイン賞
東京都知事賞 受賞

薬師寺千尋 氏

吉 田

剛 氏

同時開催
つくろう、科学とともにある社会
サイエンスアゴラとは、
あらゆる人に開かれた科学と
社会をつなぐ広場の総称です。子供向けの理科実
験、
トップ科学者との対話、市民参加の科学議論な
ど、
200を超えるたくさんの企画が集まります。
セーフティグッズフェアは、
サイエンスアゴラ２０１６
との連携企画として、産業技術総合研究所による
子供の安全・安心に配慮した製品開発・設計の
支援ツール
「キッズデザインツールズ」
を展示・ご紹介
します。
さまざまな製品や環境において、子供が重篤
な事故にあわないためのデザインを目指して作られ
た当ツール、
実物をぜひご覧ください。

11/

う！
ぼ
学
で
子
親
、
ら
が
な
！
合
集
大
楽 しみ
ズ
ッ
の 安全を 守る グ

子供

3木㊗〜6日

会場：東京・お台場地域(日本科学未来館ほか)
主催：国立研究開発法人科学技術振興機構
※入場無料(一部、
参加費をいただく場合があります)

交通アクセス 新交通ゆりかもめ「テレコムセンター駅」下車 駅前

東京臨海交通鉄道りんかい線「東京テレポート駅」下車 徒歩約15分

主

催

東京都、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、特定非営利活動
法人キッズデザイン協議会、国立研究開発法人産業技術総合研究所

後

援

国立研究開発法人科学技術振興機構
キッズデザイン協議会

お問合せ

info@kidsdesign.jp 03-5405-2141

セーフティグッズフェア with サイエンスアゴラ2016事務局

event@kidsdesign.jp 03-6808-9750

入場無料

11/

4 5 6
金

土

日

14:00~17:00 10:00~17:00 10:00~16:00

会場：東京都立産業技術研究センター 1F・3F（ゆりかもめ

テレコムセンター駅前）

安全・安心
展示コーナー

親子で楽しめる
安全ワークショップ

キッズデザイン賞受賞作品をさわって試せます！

楽しみながら、親子で学ぼう！
子供の安全を守るグッズ大集合！

家庭内事故予防のパネルや模型展示で身近な危険について理解を深めていただく
とともに、最新作品をはじめとする約100点のキッズデザイン賞作品を展示。手にとっ
て安全配慮の工夫を実感していただけます。

子供には安全なものを使わせたい。大人はみんな、そう願っています。
子供の視点でデザインされた優れたグッズや、さまざまな研究成果など、
日常の生活にすぐに活かせる、安全のための情報満載のイベントです。

展示商品の一部は、会場内でも販売いたします。

参加費

無料

身近な危険から自分を守る技術を身につけよう！
親子で一緒にご参加いただけるプログラムです。簡単な体験だけでなく、子供たち自身に
発見、気づきを促すレクチャーにより、親と共に考え、学ぶことができます。

各ワークショップとも先着順・当日受付です。

11/

5土

ナイフ1本で箸や笛を作ろう！
①10:30〜（箸づくり） ②14:00〜（笛づくり）（約90分）

ナイフを使って
「安全」
を理解するワークショップ。親子で楽しく箸や笛を作ってみよう
！
【提供：ビクトリノックス・ジャパン株式会社・株式会社学研ホールディングス】

ぼくたちも
会場で
待ってるよ！
転倒流水防止構造つき
蒸気レス電気ケトル PCJ-A型
「やけど」防止の安全設計。

D-bike mini
倒れにくく1歳から遊べる、
前輪が2輪の三輪車。

Peach Kids ピーチキッズ
日本の子供の頭の形状にフィットする
デザインで安全性アップ。

join(ジョイン)
赤ちゃんの転落・落下防止の工夫が
ある抱っこひも。

キッズデザイン賞は、日常使うモノからサービス・施設・取り組みまで、子供を
産み育てやすい社会環境づくりに貢献する優れたデザインを評価・選定し、
表彰しています。

対象：小学生1年生以上〜中学生まで ・ 保護者 各15組×2回（合計30組）

セーフキッズになろう！身近にひそむ危険の科学
11/

対象：乳幼児以上 ・ 保護者

マークの作品は「東京都 審査料補助制度」
の対象作品です。

毛糸ミシンHug
針が子供の指に触れない
透明ガード付き。

RK-Chair
子供がぶつかっても安全な
フェルト製チェア。

プリモモくれよん
万が一飲み込んでも窒息しない
ための穴があいたクレヨン。

安全に配慮された筆記用具
でお絵かきして遊ぼう！

体験コーナー
自由に遊んで
安全を実感しよう！

東京都は、事業者による積極的な商品開発を支援
することにより、安全・安心に配慮された商品等の普
及を図るため、
「キッズデザイン賞」の「子供たちの安
全・安心に貢献するデザイン部門」に都内の中小企
業等が応募する際の審査料を補助しています。

手づくりLEDネックライト教室

11/

6日

①10:00〜 ②12:30〜 ③14:30〜

（約75分）

豆電球とLEDの勉強をしながら、世界でたった一つの「オリジナル
LEDネックライト」
を作りましょう。
【提供：パナソニック株式会社】

安全にのぼって落っこちる
体験にチャレンジしよう！

対象：小学生3年生以上〜中学生まで ・ 保護者 各20組×３回（合計60組）

●ベビーコロール

スタンプラリー

キッズデザイン賞を受賞した、安全に配慮した筆記用具と
遊具を、実際に子供が使って体験できます。

●HONEYSTICKS

11/

5土・6日 開催

スタンプを集めて、
プレゼントをもらっちゃおう！

●たふっこ

開催期間中いつでも体験いただけます。
対象：乳幼児から小学生まで

随時開催

部屋の中が描かれた日常生活のイラストを
見て、親子で一緒に危険を発見し、解決策
を考え予防知識を身につけましょう。
【提供：産業技術総合研究所人工知能研
究センター 特別研究員 大野美喜子】

コトブキの防災ファニチャー
緊急時に公園のベンチがかまどなどに
変わる防災ファニチャー。

BOCCO
外出先で子供の帰宅などの確認が
できるコミュニケーションロボット。

5土

●スペースウォーカー
「クリムボン」

会場でスタンプを集めていただくと、抽選でキッズ
デザイン賞受賞作品をプレゼントいたします。

