
「さかなクンのギョギョッと
びっくりおさかな教室」

「さかなクンのギョギョッと
びっくりおさかな教室」

「ピカピカ☆フィーバー」ショー

※諸般の事情により、時間・内容が変更と
なる場合があります。予めご了承ください。

パッコロリン
ミニステージショー

「いっしょにあそぼう １，２，３！」in かぞくみらいフェス

ⒸNHK

ⒸNHK・NED

mamagaku 1 才からの
ダンス遊び Hipmic発表
会＆健ちゃん先生のキッズ
モデルファッションショー

「手のひらアート」
ワークショップ

英語・日本語で学べるODASHI講座①

英語・日本語で学べるODASHI講座③

花冠を作ろう！ワークショップ②

花冠を作ろう！
ワークショップ①

英語・日本語で学べる
ODASHI講座②

須藤理彩さんのハンドメイドブラ
ンド【ichico】オリジナルトー
トバッグワークショップ

「手のひらアート」ワークショップ

英語・日本語で学べる
ODASHI講座①

花冠を作ろう！
ワークショップ②

花冠を作ろう！ワークショップ①

英語・日本語で学べる ODASHI講座②

須藤理彩さんのハンドメイドブランド
【ichico】オリジナルトートバッグワーク
ショップ

●10:30～11:00

●11:15～11:45

●14:15～14:45

●15:45～16:15

●15:00～15:30

●12:00～12:30

●13:00～14:00

●10:30～11:00

●11:15～11:45

●16:00～16:30

●15:15～15:45

●12:00～12:30

英語・日本語で学べる ODASHI講座③
●13:15～13:45

●14:00～15:00

「KOBA式体幹★バランス～
コバトレ」

カワダ ナノブロックプラスで
「ひこうき」をつくろう！ 

ストリートけん玉
「ケンダマクロス」体験

「どうぶつしょうぎ入門」
「ワクワク！ 忍者体験」

●11:00～11:30

「TOCHICAハーブティー体験・試飲講座」
●15:30～16:00

●11:45～12:45
カワダ ナノブロックプラスで
「ひこうき」をつくろう！ 

●11:00～12:00

●15:00～15:30

●13:30～14:30
●13:30～14:30

「ピカピカ☆フィーバー」ショー

開会のあいさつ 開会のあいさつ

 「ママキッズ・ウェディング
ファッションショー」

しごとみらいサミット
「夢を叶えたおとなたちの、シゴト論」

「ノージーのひらめき工房」
タノチーミーショー

「ピカピカ☆フィーバー」ショー

KENDAMANパフォーマンス
＆「ケンダマクロス」体験

前園真聖さんトークショー

一生記念になる家族ウェディング「エン
ジェルセレモニー with Voice of Mind」

「パッコロリン」ミニステージショー
いっしょにあそぼう １，２，３！

しごとみらいサミット
「リーダーズみらいセッション」

「さかなクンのギョギョッとびっくり
おさかな教室」inかぞくみらいフェス

「AFRA」ヒューマンビートボックス LIVE

KENDAMANパフォーマン
ス＆「ケンダマクロス」体験

AFRAのヒューマンビート
ボックス体験教室

障がい児、初めての海外チャレンジ報告会

ダブルダッチ・パフォーマンス「Le Rave」

AFRAのヒューマンビート
ボックス体験教室

バランスボールで「バラン
スボールエナジーキャッチ」

●10:30～11:00

●11:10～11:40　

●12:55～13:55

●15:00～15:40

●15:45～16:15

●16:20～16:50

●14:00～14:30

●11:45～12:15　

●12:20～12:50

●10:15～10:45 

●10:55～11:30

●14:05～14:50

●14:55～15:15

●15:15～15:30

●13:00 ～14:00

●11:35～12:05

●15:40～16:10

●16:15～16:45

●12:10～12:40　

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

予約
不要

予約
不要

予約
不要

予約
不要

予約
不要

予約
不要

ストリートけん玉
「ケンダマクロス」体験

●14:45～15:15

ハレタル「親子記者体験講座」

ことばキャンプ「お仕事発見ワークショップ」

キッズ♥ラインと「Youtuber体験」

●10:30～11:15

●11:25～12:25

ママスタジアム×学研 PLUS　
「マインクラフト プログラミング体験」

●13:30～15:00

ハレタル「商品開発ワー
クショップ̶　私たちが
本当にほしい手帳とは」

●15:15～16:00

体力メンテナンス協会「バランスボール体験」
●16:15～16:45

●12:35～13:15

ハレタル「親子記者体験講座」

キッズ♥ラインと
「Youtuber体験」

●10:30～11:15

ママスタジアム×学研
PLUS 「マインクラフト 
プログラミング体験」

●12:30～14:00

ハレタル「商品開発
ワークショップ̶私た
ちが本当にほしい手
帳とは」

●14:15～15:00

●11:30～12:10

293 水 303 木

293 水 303 木

293 水 303 木

293 水 303 木

30日
13:00 
中央ステージ

30日
10:55
中央ステージ

29日
15:45
中央ステージ

30日
11:35
中央ステージ

LIVEステージ♪

30日
15:40
中央ステージ

30日
14:00
くらしエリア

29日
13:00
くらしエリア

29日
15:00
中央ステージ

29日

12:20 
中央ステージ

29日
13:00 
スポーツエリア
リフティング
チャレンジ講座
リフティング
チャレンジ講座

トークショートークショー

「ノージーのひらめき工房」
NHK Eテレの人気工作番組

タノチーミーショー

須藤理彩さん　　　 AFRA

Sports Area エリア
くまのがっこう ギフテパーク

くらし
エリア

あそび
まなび
エリア

しごと
おかね
エリア

ハンドメイドブランド
【ichico】ワークショップ
（29日・30日）

29日
14:00
中央ステージ

29日
10:30
中央ステージ

LIVE（30日）&ヒューマンビー
トボックス教室（29日・30日）

前園真聖さん

事前
予約
のみ

事前
予約
のみ事前

予約
のみ

事前
予約
のみ

事前
予約
のみ

前園真聖さん「リフティングチャレンジ」（29
日13：00～）「車いすテニス体験会（両日10：
30～/14：00）」他予約不要で遊べるものも！

「ジャッキードールペイント」
「くまのがっこう絵本チャー
ム」各体験（29-30日終日）

「マンガ家講座」「どうぶつ
しょうぎ入門」「ワクワク！忍
者体験」（29-30日各時間）

●「予約不要」のワークショップが参加多数の場合、整理券対応となる場合がございます。●予約不要または事前予約のみの表記がないワークショッ
プは事前予約者様のみご参加いただけますが、当日券を若干枚発行する場合もございます。会場内総合インフォメーションにてお尋ねください。

10:00 ～17:00  入場料無料　東京国際フォーラム ホール E2

食べる？ 知っちゃう？ 遊ぶ？ 羽ばたく？
「かぞくのみらい」生活がときめくもの、
ぎゅぎゅっと集めた 2daysフェス！

中央ステージ

ワークショップスペース
 SP

ECIAL PROGRAM    
   この

日だけのおたのしみ！    

  W
ORK SHOP TIME SCHEDULE 

   

   
    

STAGE TIME SCHEDULE 

and more !

主催

協賛

協力メディア・団体

子育て応援とうきょう会議／宇宙航空研究開発機構（JAXA）

かぞくみらいフェス実行委員会

後援


