
3月5日■土
「小学館おはなし玉手箱」

 時間 ▼①11：00～11：50 ②14：00～14：50
 場所 ▼ 1階 わいわいホール

3月6日■日
笑顔バスがやってきた!
「クラウンパフォーマンスショー」

 時間 ▼①11：00～12：00 ②14：00～15：00
 場所 ▼ 1階 わいわいホール

プロの声優さんによる音と映像の楽しい
絵本読み聞かせです。
定員： 親子70組（当日先着順）
対象： 未就学児～小学校1、2年生くらい

（未就学児は保護者同伴で参加可）
団体： （株）小学館集英社プロダクション 

被災地の子どもたちに笑顔を贈る活動を
続けるクラウンたちによるパフォーマンス
ショー
定員：250名（当日先着順）
団体：（有）プランニング開

（株）クオカード
※出演クラウンが変更になる場合もございます。

主催

実施時間毎の予約チケットを
当日ホール入口で配布します。

実施時間毎の予約チケットを
当日ホール入口で配布します。

キッズデザイン協議会は、次代を担う子どもたちの健やかな成長発達につながる
社会環境の創出に寄与するために、様 な々企業・団体が集い合うNPO法人です。
キッズデザインの理念を広く普及・啓発し、子ども目線での製品・コンテンツ開発が
拡大していくことを目指しています。

キッズデザイン協議会　TEL:03-5405-2141　URL:www.kidsdesign.jp

参加は
全て無料
です！

全国からキッズワークショップ・パフォーマンス・科学教室・アートが大集合！
ものづくり、実験、体を動かす遊びなど、小・中学生を中心に、

幼児でも、親子でも、誰でも楽しめる2日間です！！
ぜひ遊びにいらしてください。
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〒960-8044　福島市早稲町1番1号
TEL 024-524-3131
www.city.fukushima.fukushima.jp/site/comcom/

主催 ：   特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、福島市子どもの夢を育む施設こむこむ
協力 ： （株）イオンファンタジー、SCSK（株）、積水ハウス（株）、（株）トータルメディア開発研究所、凸版印刷（株）、パナソニック（株）、

（株）フレーベル館、ミサワホーム（株）、森ビル（株）、（株）LIXIL住宅研究所、（株）アルビオン、カルビー（株）、札幌市立大学、
（株）小学館集英社プロダクション、（株）ダイナマークス、日本オーチス・エレベータ（株）、(有)プランニング開、（株）クオカード、
東北福祉大学、（特非）日本ホスピタル・クラウン協会、（株）福島銀行、（地独）北海道立総合研究機構 林産試験場

にぎわい
広場

にぎわい
広場

わいわい
ホール

わいわい
ホール

1階

学習室１学習室１
学習室２学習室２ 交流

コーナー
交流

コーナー

2階

ITルームITルーム

子ども
オープンスタジオ前

子ども
オープンスタジオ前

3階

ふれあい和室ふれあい和室
なぜだろうの部屋なぜだろうの部屋

つくろうの部屋つくろうの部屋

4階
エントランス

4階
エントランス

4階
フ
ロ
ア
案
内

キッズデザイン協議会では、東日本大震災
の被災地の子どもたちが、安心し笑顔ある
暮らしを取り戻し、明るく健やかに成長して
いくことを願って「キッズデザイン復興支
援プロジェクト」を立ち上げました。「キッズ
ワークショップカーニバルinふくしま」は、
その取り組みのひとつである「子どもたち
の元気プロジェクト」の一環として実施い
たします。

イベント中、活動の様子をスタッフが撮影し、主催者や協力者の活動紹介・報告に使用させていただきます。また、当日テレビや
新聞等の取材が入る場合があります。あらかじめご了承ください。



たくさんの積み木で遊ぼう
たくさんの積み木で遊ぶワークショップです。
みんなで協力して積み上げ、大きなものを作り
あげる楽しさは、たくさんの積み木が無ければ
体験できない世界です。たくさんの積み木で
遊ぼう!

［対象・人数］3歳～6歳・8人
［所要時間］60分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］5日
 ①11:30～、 ②13:30～、 ③15:00～

［場所］●１階 にぎわい広場
［団体］（株）フレーベル館

モザイクタイルのフォトフレーム
木製のフォトフレームに自由にモザイクタイル
を貼って、オリジナルのモザイクタイルフォトフ
レームをつくろう!

［対象・人数］小学生～中学生・15人
［所要時間］45分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］ 5日、6日
 ①9:45-10:30、 ②11:00-11:45、
 ③13:00-13:45、 ④14:15-15:00、
 ⑤15:30-16:15     

［場所］●１階 にぎわい広場
［団体］（株）LIXIL住宅研究所

ちびっ子大工さんになって、
ミニ南極建物組立体験

本物の南極金物を使ったミニ南極建物の組
立体験です。講師の指導の元で、ヘルメットを
被ってゴムハンマーで組立よう！完成後は、順
番に上に乗って記念写真を撮ろう!

［対象・人数］5歳以上・12人
［所要時間］60分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］5日、6日 
 ①11:00-12:00、 ②12:30-13:30、
 ③14:00-15:00、 ④15:30-16:30

［場所］●１階 にぎわい広場
［団体］ミサワホーム（株）

きになる!
自分の体の形を型どったものを木に見立てて
いきます。自然に生えている木を身近に感じて
もらえる遊びです。

［対象・人数］3歳～小学生・15人
［所要時間］30分
［日時］5日、6日
 9:30-16:30 いつでも

［場所］●１階 にぎわい広場
［団体］ 札幌市立大学  あそびlab!オヘソ
 北海道立総合研究機構 林産試験場

みんなで『くうそう・しょくぶツリー』を
つくろう!

大きな木にふしぎなつぼみを発見! そのつぼ
みからどんな花がさくかな? くうそうの花をつ
くって、しょくぶツリーをかざろう!

［対象・人数］4歳以上（未就学児は保護者同伴
での参加可）・12人

［所要時間］40分
［日時］ 5日10:00-12:00、14:00-16:00 いつでも
 6日9:30-11:30、14:30-16:00 いつでも

［場所］●２階 交流コーナー
［団体］SCSK（株） CAMP

カルビー食育教室
カルビー商品を使ってパッケージの見方の勉強を
してから、賞味期限・消費期限クイズ、塩分並べ替
えゲーム、野菜どこ食べてるゲームなど各種クイ
ズ、ゲームに挑戦してみよう!

［対象・人数］小学生以上・15人
［所要時間］30分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］ 5日 ①13:30-14:00、 ②14:30-15:00、
　   　   ③15:30-16:00
 6日 ①10:00-10:30、 ②11:00-11:30、
　 　   ③13:00-13:30、 ④14:00-14:30、
　 　   ⑤15:00-15:30

［場所］●２階 学習室２
［団体］カルビー(株)

アートを「力」に 東北アートキャラバン
公募で選ばれた復興テーマの作品を展示。好
きな絵に投票してくださった方に、化粧品サン
プルをプレゼント（各日先着順）

［対象・人数］だれでも
［日時］5日 いつでも
 6日9:30-12:00 いつでも

［場所］１階 にぎわい広場
［団体］（株）アルビオン

マイナンバー制度を
イラストでわかりやすく解説、

さらに理解を深めるクイズなどの
イベントも実施します。

［日時］5日 11:30～ いつでも

めざせ! おかねマスター!
クイズに答えたり、１億円を持ち上げたりしな
がら、お金や銀行について学ぶよ。スタンプを
全部集めて『おかねマスター』になろう!

［対象・人数］小学生（未就学児は保護者同伴
での参加可）

［所要時間］30分
［日時］5日、6日
 9:30-16:30 いつでも

［場所］●２階 学習室１
［団体］（株）福島銀行

おはなし手ぶくろ
色画用紙は、手でもむとやわらかくなるんだよ。
やわらかくなった紙で、口がパクパクするハン
ドパペットをつくっておはなししよう!

［対象・人数］3歳以上（未就学児は保護者同伴
での参加可）

［所要時間］20分
［日時］5日、6日
 9:30-15:45  いつでも

［場所］●３階 ふれあい和室
［団体］東北福祉大学  森ゼミ

笑顔バスと笑顔の写真展
子どもたちの笑顔のために被災地を走る「笑
顔バス」とその時出会った笑顔の展示

［対象・人数］だれでも
［日時］5日、6日 いつでも
［場所］屋外駐車場
 （写真展示は1階にぎわい広場）

［団体］（有）プランニング開／(株)クオカード

みんなチャレンジ! 
はじめてのクライミング体験

クライミングしちゃおう! いつもは遊べない小
さい子もチャレンジできちゃうよ!

［対象・人数］3歳～小学校3年生程度
［所要時間］5分
［日時］5日、6日
 9:30-11:30、12:00-14:00、14:30-16:30
 いつでも

［場所］●１階 にぎわい広場
［団体］（株）ダイナマークス

教育支援プログラム「南極クラス」
南極の自然、観測隊の活動などを写真と動画を
使いながら説明。本物の約２万年前の南極氷も
体験できるよ!

［対象・人数］5歳以上・36人
［所要時間］30分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］5日、6日
 ①10:30-11:00、 ②11:30-12:00、 
 ③12:30-13:00、 ④13:30-14:00、
 ⑤14:30-15:00、 ⑥15:30-16:00

［場所］●３階 なぜだろうの部屋
［団体］ミサワホーム（株）

【プログラム参加方法】
　■予約チケットが必要なプログラム
　　  ・各回の予約チケットを当日会場で配布と書かれているプログラムについては、予約チケットが必要となります。
　　  ・当日、先着順にそれぞれの実施スペースにて予約チケットを配布いたします。
　　  ・参加される方１名につき１枚の予約チケットをお受け取りください。
　　　   ※）開始時間の5分前までに実施スペースにお集まりください。開始時間を過ぎるとご参加いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　■いつでも参加・見学できるプログラム
　　  ・当日、参加したいプログラムの実施スペースにおこしください。
　　  ・混雑状況によっては、お待ちいただくことがございます。席が空き次第、順番にご案内いたしますので、列に並びお待ちください。

【受け取ったチケットの回に参加できなくなった場合】
　■チケットを受け取った場所のスタッフまたは、お近くのイベントスタッフまでお知らせください。

フェイスペインティングで
へんしんしよう

自由に楽しく、いっぱい顔に絵をかいて、へん
しんしよう!

［対象・人数］だれでも
［所要時間］10分
［日時］5日、6日
 9:30-12:30、 14:00-16:30  いつでも

［場所］●４階 エントランス
［団体］（株）トータルメディア開発研究所

手づくり乾電池教室
電池の学習をしながら、世界でたった一つの

「オリジナルマンガン乾電池」を作ろう!
［対象・人数］ 小学生（小学校1、2年生は保護

者同伴で参加可）・20人
［所要時間］60分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］ 6日①10:00-11:00、②11:30-12:30、
 　  ③13:45-14:45

［場所］●３階 つくろうの部屋
［団体］パナソニック（株） AIS社 エナジーデバイス事業部

エレベーター・エスカレーターの
安全な乗り方教室
アニメーションやデモ機を通じて、エレベーター
やエスカレーターの安全な乗り方を学ぼう!

［対象・人数］3歳～大人まで
［所要時間］10分
［日時］5日、6日 いつでも
［場所］屋外駐車場
［団体］日本オーチス・エレベータ（株）

ふしぎにコロコロ。まゆ玉つくり
ビー玉をアルミホイルでまいてシェイク!シェイ
ク!ふしぎな転がり方をする「まゆ玉」をつくっ
てあそぼう!

［対象・人数］3歳以上（未就学児は保護者同伴
での参加可）

［所要時間］20分
［日時］ 5日、6日
　　 9:30-16:10 いつでも

［場所］●３階 子どもオープンスタジオ前
［団体］東北福祉大学  森ゼミ

防災リュックになにがある?
「防災リュック」って何が入っているのかな?備蓄
品を使ったゲームを通して備蓄の基本を学び
ます。

［対象・人数］小学生～中学生・20人
［所要時間］30分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］ 5日
　　 ①11：30-12：00、 ②13：00-13：30

［場所］●３階 ITルーム
［団体］積水ハウス（株）

おきあがりキャラクターをつくろう
おもりが入った羊毛カプセルに耳や目をつけ
て顔をつくったら、たおしてもおきあがるオリ
ジナルキャラクターのできあがり!

［対象・人数］だれでも
［所要時間］30分
［日時］5日、6日
 9:30-12:30、 14:00-16:30  いつでも

［場所］●４階 エントランス
［団体］（株）トータルメディア開発研究所

手づくりLEDネックライト教室
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」を作ろう!

［対象・人数］ 小学生（小学校1、2年生は保護
者同伴で参加可）・20人

［所要時間］75分
各回の予約チケットを当日会場で配布

［日時］ 5日 ①10:00-11:15、②12:15-13:30、
  ③14:00-15:15

［場所］●３階 つくろうの部屋
［団体］パナソニック（株） AIS社 エナジーデバイス事業部

触ってみよう！キッズデザイン賞受賞作品
生活に役立つ第9回のキッズデザイン賞作品
の展示。
キミの夢を月に届ける! 「ルナドリームカプセル
プロジェクト」もやってるよ!

［対象・人数］だれでも
［日時］5日、6日 いつでも
［場所］１階 にぎわい広場
［団体］NPO法人 キッズデザイン協議会

会期中の展示
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