
3月9日■土
スーパー自転車ユニット
「K&D」パフォーマンス
 時間 ▼ 12：30～12：50
 場所 ▼屋外 駐車場

3月10日■日
あきらちゃん&ラーメンちゃん
「あそび歌コンサート」
 時間 ▼①12：00～13：00 ②14：30～15：30
 場所 ▼ 1階 わいわいホール

シルク・ド・ソレイユやマッスルミュージカルで
も活躍のプロライダーが驚きの技を披露！自転
車トライアル世界チャンプによるパフォーマン
スショー
協力：ARiMo Entertainment

全国各地でコンサートを行う、あきらちゃん&
ラーメンちゃんと一緒に、みんなで歌って踊っ
て笑顔になれる、「あそび歌コンサート」
定員：各回250名（当日先着）
協力：認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 
日本委員会（JCV）、（有）プランニング開

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。
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2013年3月9日●土、10日●日  9:30〜16：302013年3月9日●土、10日●日  9:30〜16：30

9日と10日各日先着100名に
「ワンピース」の絵ハガキ
セットプレゼント。

抽選で記念品がかならず
当たるスタンプラリー開催。
（カードがなくなり次第終了します）

ちびっこ先着
プレゼント

（プレゼントは18歳以下に限ります）

主催

10日はピエロの
パフォーマンスも

あるよ。

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。

木をすべすべにするカンナがけ体験！

フェイスペインティングで楽しもう

ランニングバイクによるキッズ自転車教室

「K&D」パフォーマンス

エレベーター・エスカレーターの乗り方教室

いつでも参加できます（無料）
予約チケットが必要です（無料）

駐車場屋
外
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交流コーナー
感覚アスレチック

リハーサル
スタジオ

はじめてのダンスレッスン！
幼児向け親子うんどうプログラム

キッズスポーツチャレンジ ～おもいっきりカラダを動かそう！～学習室

仲間をつくる
こども花育ワークショップ

なぜだろうの部屋 手づくりネックライト＆電池教室

子どもの笑顔「工作教室」

ふれあい和室 キラメキ安全グッズをつくろう&がってんママ体操教室

コネキッド（connekid）! in ふくしま

みんなでポーズ！あちこちおかしな まちがいさがし

ITルーム 大きなドライアイスと面白いカメラで大実験！！ ～お家のことを学ぼう～

「手のひらに太陽の家」

アートを「力」に『東北アートキャラバン』
2012年度キッズデザイン賞受賞作品展示

「笑顔バス」展示

エレベーター・エスカレーターの乗り方教室
駐車場屋

外 「笑顔バス」展示

木をすべすべにするカンナがけ体験！

フェイスペインティングで楽しもう

あきらちゃん＆ラーメンちゃん「あそび歌コンサート」わいわいホール
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にぎわい広場

交流コーナー
感覚アスレチック

リハーサル
スタジオ

はじめてのダンスレッスン！
幼児向け親子うんどうプログラム

学習室 キッズスポーツチャレンジ ～おもいっきりカラダを動かそう！～

かがみの花畑
こども花育ワークショップ

なぜだろうの部屋 手づくりネックライト＆電池教室

子どもの笑顔「工作教室」

つくろうの部屋 お菓子のパッケージをつくってみよう～！

コネキッド（connekid）! in ふくしま

みんなでポーズ！あちこちおかしな まちがいさがし

ITルーム 葉っぱのしおりゲームと、鳥や蝶のモノづくり教室 ～森と生き物の関係を学ぼう！～

「手のひらに太陽の家」

アートを「力」に『東北アートキャラバン』
2012年度キッズデザイン賞受賞作品展示

スライムをつくってみよう！／かさ袋ロケットをつくろう！ スライムをつくってみよう！ かさ袋ロケットをつくろう！

スライムをつくってみよう！／かさ袋ロケットをつくろう！ スライムをつくってみよう！ かさ袋ロケットをつくろう！

イベントスケジュール
9
日

10
日

〒960-8044　福島市早稲町1番1号
TEL 024-524-3131
http//www.comcom-fukushima.jp/

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 ： アシックス、（株）イオンファンタジー、SCSK（株）、積水ハウス（株）、東京ガス（株）、（株）トータルメディア開発研究所、凸版印刷（株）、

  （株）山の手総合研究所、（株）LIXIL住宅研究所、（株）アキュラホーム、パナソニック（株）、森ビル（株）、（株）アルビオン、札幌市立大学、

  （株）小学館集英社プロダクション、（特非）世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JC V）、（特非）体験型安全教育支援機構、

   NicoRide、日本オーチス・エレベータ（株）、（特非）日本の森バイオマスネットワーク、花育キャラバン隊、山口情報芸術センター（YCAM）、

   ARiMo Enter tainment、DICプラスティック（株）、東北福祉大学、パナソニック・ゴーベル エナジー インドネシア（株）、光建設（株）、

  （有）プランニング開、（株）モトクロスインターナショナル、ワークス・ギルド・ジャパン（株） キッズデザイン協議会　TEL:03-5405-2141　URL:www.kidsdesign.jp
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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、様々
な企業・団体が集い合うNPO法人です。

キッズデザインの3つのデザインミッショ
ンを広く普及・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。

子どもたちの
安全・安心に

貢献するデザイン

子どもたちの
創造性と未来を
拓くデザイン

子どもたちを
産み育てやすい
デザイン
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いつでも見学
できます

プログラムメニュー

会期中の展示

ランニングバイクによるキッズ自転車教室
人気のランニングバイク（ペダルの無い自転車）
を使ったキッズのための自転車教室＆試乗会

［対象・人数］2～8歳・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］9日のみ ①10：30－11：00 ②14：00－14：30 
 ③15：00－15：30
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］NicoRide

協力：（株）モトクロスインターナショナル、 
ARiMo Entertainment、DICプラスティック
（株）、ワークス・ギルド・ジャパン（株）

みんなでポーズ！あちこちおかしな
まちがいさがし
衣装や小道具を使ってポーズを変えて
まちがいを探そう！どこが変わったかな？

［対象・人数］小学生（3歳～6歳は保護者同伴
で参加可）・12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］9日、10日 ①10：00－10：45 ②11：00－ 
 11：45 ③13：30－14：15 ④14：30－15：15  
 ⑤15：30－16：15
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］SCSK（株）/CAMP

「手のひらに太陽の家」
復興共生住宅「手のひらに太
陽の家」の紹介

［日時］9日13：00～、10日
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］NPO法人日本の森バイオマス

ネットワーク

仲間をつくる
石や紙コップなど身近なものからいろんな仲
間を見つけてみよう！

［対象・人数］2歳～小学生・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］9日のみ ①9：45－10：30 ②10：45－11：30  
 ③11：45－12：30 ④13：45－14：30 
 ⑤14：45－15：30 ⑥15：45－16：30
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］（株）LIXIL住宅研究所

かがみの花畑
花びらや種、ビーズなど身近な素材を入れて
万華鏡をつくろう！

［対象・人数］2歳～小学生・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］10日のみ ①9：45－10：30 ②10：45－11：30 
 ③11：45－12：30 ④13：45－14：30 
 ⑤14：45－15：30 ⑥15：45－16：30
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］（株）LIXIL住宅研究所

スライムをつくってみよう！
～ネバネバ？プルプル！ふしぎなスラ
イムを自分でつくってみよう～
ホウ砂とせんたくのり、カラーインクをつかっ
て、スライムをつくってみよう

［対象・人数］3歳～小学生
［所要時間］15分
［日時］9日、10日 9：30－13：00 いつでも
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］東北福祉大学　協力：東京ガス（株）

かさ袋ロケットをつくろう！
～かさ袋でロケットをつくって飛ばし
てみよう～
ビニールのかさ袋に好きな絵をかいて、ロケッ
トをつくろう

［対象・人数］3歳～小学生
［所要時間］15分
［日時］9日、10日 13：00－16：30 いつでも
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］東北福祉大学　協力：東京ガス（株）

アートを「力」に『東北アート
キャラバン』
被災地の復興を願い「希望」と
「ひかり」をテーマに公募した
アート作品の展示。アンケート
に答えてフリースブランケット
プレゼント（先着順）

［日時］9日、10日
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］（株）アルビオン

木をすべすべにするカンナがけ体験！
木の香りはとっても気持ちが落ち着きます。お
家を建てる大工さんと一緒にカンナがけに挑
戦しよう！

［対象・人数］小学生以上
［所要時間］10分
［日時］9日、10日 いつでも
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］（株）アキュラホーム　協力：光建設（株）

コネキッド（connekid）! in ふくしま
9日はダンボールにお絵かきをしよう！
10日は大きな布を使って遊ぼう！

［対象・人数］3歳～小学生
［所要時間］30分
［日時］9日、10日 いつでも
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］札幌市立大学

子どもの笑顔「工作教室」
楽しい手作りおもちゃの工作教室。講師は、手作
りおもちゃ研究所主宰、まいてぃーノーム氏（9日）、
アトリエ自遊楽校楽長の志賀おいなり氏（10日）。

［対象・人数］4歳～小学生（3歳以下は保護者
同伴で参加可）
［所要時間］15分
［日時］9日、10日 10：00－11：00、13：00－14：00 
 15：00－16：00
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 

日本委員会（JCV）
協力：（有）プランニング開

2012年度キッズデザイン賞
受賞作品展示
2012年度キッズデザイン賞受賞
作品の展示および、キッズデザ
イン協議会とキッズデザイン賞
の紹介

［日時］9日、10日
［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

こども花育ワークショップ
牛乳パックで花びんを作ろう。日本各地から
贈られた切り花の中から、好きな花を選んで
花びんに生けてみよう

［対象・人数］6歳以上・12人
［所要時間］50分
各回の予約チケットを当日会場で配布
［日時］9日 ①10：00－10：50 ②11：30－12：20  
 ③14：00－14：50
 10日 ①10：00－10：50 ②11：30－12：20
［場所］1階 にぎわい広場
［団体］花育キャラバン隊　協力：各地の花生産者

キッズスポーツチャレンジ
～おもいっきりカラダを動かそう！～
誰でも楽しく参加できるゲーム感覚の運動能
力測定ボール投げ、サッカーボール蹴り、バラ
ンス歩き、他

［対象・人数］3歳～小学生
［所要時間］10分
［日時］9日 9:30－12:00、13:30－16:30  
 10日 9:30－12:00、13:30－15:00
［場所］2階 学習室
［団体］アシックス

感覚アスレチック
空間内に張り巡らされたゴムを避けながら動
いて、自分の体の形状や大きさ、普段は意識
しない重心や身のこなしを感じてみよう

［対象・人数］小学生以上・10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］9日、10日 ①10：30－11：30 ②11：30－ 
 12：30 ③13：30－14：30 ④14：30－15：30 
 ⑤15：30－16：30
［場所］2階 交流コーナー
［団体］山口情報芸術センター（YCAM）

フェイスペインティングで楽しもう
水性クレヨンで自由に楽しく顔に絵をかこう！

［対象・人数］だれでも
［所要時間］10分
［日時］9日、10日 9：30－12：00、13：30－16：30
［場所］2階 交流コーナー
［団体］（株）トータルメディア開発研究所

お菓子のパッケージをつくってみよう～！
オリジナルのお菓子用バス型パッケージをつ
くったら、世界に一つの作品をウェブサイト「ひ
らめきチャンピオン」に登録できるよ。

［対象・人数］4歳～小学生（保護者の方もご一
緒にどうぞ）・20人
［所要時間］60分
［日時］10日のみ 9：30－12：30（受付11：30ま
で）、13：30－16：30（受付15：30まで）
［場所］3階 つくろうの部屋
［団体］（株）山の手総合研究所

キラメキ安全グッズをつくろう&
がってんママ体操教室
キーホルダーをつくる楽しい工作＆自分で自分
を守るための力をつける簡単体操を覚えよう

［対象・人数］だれでも・20人
［所要時間］30分
［日時］9日のみ いつでも
［場所］3階 ふれあい和室
［団体］NPO法人体験型安全教育支援機構

エレベーター・エスカレーターの
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］9日、10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）

はじめてのダンスレッスン！
ダンススクールのレッスンを体験！
これでキミもダンスはバッチリ！
「ダンス＝楽しい！！」
［対象・人数］小学生・30人
［所要時間］25分
各回の予約チケットを当日会場で配布
［日時］9日 ①13:30～②14:00～③15:00～④15:30～
 10日 ①10:00～②10:30～③11:30～④13:00～ 
 ⑤14:00～⑥14:30～⑦15:30～⑧16:00～
［場所］3階 リハーサルスタジオ
［団体］（株）小学館集英社プロダクション

協力：DanceStudio ViVid

幼児向け親子うんどうプログラム
楽しく正しく体を動かす幼児向け親子うんどう
プログラムです！
みんなで「ドラえもん」に会いに行こう！

［対象・人数］未就学児と保護者・15組
［所要時間］25分
各回の予約チケットを当日会場で配布
［日時］9日 ①14:30～②16:00～
 10日 ①11:00～②13:30～③15:00～
［場所］3階 リハーサルスタジオ
［団体］（株）小学館集英社プロダクション

大きなドライアイスと面白いカメラで
大実験！！
～お家のことを学ぼう～
ドライアイスやサーモグラフィ、放射温度計を
使って、家の断熱性能を学ぼう

［対象・人数］小学生(幼児以下は保護者同伴
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］9日のみ ①10：00－11：00 ②11：30－12：30 
 ③14：00－15：00 ④15：30－16：30
［場所］3階 ITルーム
［団体］積水ハウス（株）

葉っぱのしおりゲームと、
鳥や蝶のモノづくり教室
～森と生き物の関係を学ぼう！～
葉っぱのしおりを使ったゲームとともに樹木
と生き物の関係を学ぼう

［対象・人数］小学生(幼児以下は保護者同伴
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］10日のみ ①10：00－11：00 ②11：30－12：30 
 ③14：00－15：00 ④15：30－16：30
［場所］3階 ITルーム
［団体］積水ハウス（株）

手づくりネックライト＆電池教室
LEDネックライトとマンガン乾電池の組立を行
い、LEDの特徴を学んだり、電池の種類、歴史、
特徴、正しい使い方などクイズ形式で学ぼう

［対象・人数］小学校3年生～6年生・20人
［所要時間］90分
各回の予約チケットを当日会場で配布
［日時］9日、10日 ①10：00－11：30 ②12：30－ 
 14：00 ③14：30－16：00
［場所］3階 なぜだろうの部屋
［団体］パナソニック（株）

協力：パナソニック・ゴーベル エナジー イン
ドネシア（株）

「笑顔バス」展示
支援活動の一環として、宮城県
名取市の子どもたちと一緒に
描いた、見ているだけで皆が笑
顔になれる「笑顔バス」の展示

［日時］9日、10日
［場所］屋外駐車場
［団体］認定NPO法人 世界の子どもに

ワクチンを 日本委員会（JCV）
協力：（有）プランニング開


