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・夢の職業を見つけよう！ / 頭と体を使ってみよう！ (６ページ )

★ご予約ガイド・・・・・・・・・・・・・ 7 ページ

！フェスを楽しむヒント！
「親子でオンライン体験フェス」の各講座では、PC やスマホ、タブレット等でオンライン会議アプリ「ZOOM」を
使用して開催します。前日までにダウンロードしていただき、入退室などの操作の把握をお願い致します。
詳しくは以下でご確認ください。
ZOOM ホームページ https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

★ フェス概要 ★
【小学生におすすめ！】

親子でオンライン体験フェスとは？
Active Learning
SDGs × Quest（探求）
親子一緒に「納得解」を探しに行こう。

Not ALONE, Wherever
オンラインでどこにいても誰とでも
繋がれる。ゲームを通じた学びを。

Feasibility Data
親子参加のオンラインワークショップに
おけるマーケットニーズの探索

主催共催： 一般社団法人 七夕協会、親子でオンライン体験フェス実行委員会、TABICA( ガイアックス )
協
力： 親子の休日革命、一般社団法人 日本ゆめ教育協会
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自分だけのタイムテーブルを作ろう！
おうちの人と、自分のやってみたいものを話し合って書き込んでね

★このシートを SNS に写真等で公開する場合は、ID と
パスワードが一緒にわからない様にご注意ください。
パスワードは別紙に控え、終了後は破棄してください。

名 前

9:15
9:30

今回の目標！

開会式
オープニングイベント

ID

10:00

１時限目

タイトル
SNS で、おうちの人とフェスや講座の様子・感想と一緒に
＃お家で夢を叶える # 学校では教えてくれない夢のかなえかた
をつけて発信してね！一緒に体験している仲間が見つかるかも！

体験の中でやってみたい講座メモ

ID

11:20

2 時限目

タイトル
ID

12:10

お昼休み
「オンラインえさやり」があるよ！

13:00

3 時限目

タイトル
ID

14:20

4 時限目

タイトル
ID

開会式参加

閉会式参加

15:10

閉会式

ID
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夢は叶ったかな？
または、叶えられそうかな？

★校長あいさつ★
発起人 兼 代表 小川 佑子

2020.07.05

【朝の校長の挨拶】
みなさんおはようございます
校長の小川です。
皆さんは、今どんな気持ちでしょうか？
ドキドキ？
ワクワク？
ちょっと緊張している子もいるかな。
先生はめちゃくちゃ緊張しているし、
めちゃくちゃワクワクしています。
みんなの学校や幼稚園、保育園もはじまり
身近なお友達と再会した方も多いでしょうか？

ちょっと大人ともお話ししますね。
お母さん、お父さん
本日はお忙しいなか、ご参加ありがとうございます。

今日は、みんなに
「こんな楽しいことが世界にはあるんだ！」
「やってみたら、これも好きだって気がついた！」
といった経験や

学校や幼稚園、保育園が再開、徐々に日常を
取り戻してきた地域も多いと思います。

普段は近くに住んでいないけれど、
オンラインでは会える

なぜ、外出自粛が解除されても私たちが
オンラインで体験を提供するのか？

そんなオトナやコドモのお友達にも
たくさん出会ってほしいなって思っています。

それは、
「こどもが、こんなことに興味があるとは、知りませんでした」
「オンラインだから、全員最前列で参加できていいですね！」
「オンラインで横並びで親子が参加することで
親子のコミュニケーションの変化を感じた」
「下の子が小さいので、なかなか遠出ができずにいました。
家族みんなで家にいながらのびのびと体験を共有できます。
ありがとうございます」
というお声をいただき、リアルの代替手段ではない
オンラインならではの価値を作っていけると確信したためです。

オンライン体験フェスで、
みんなに、大切にして欲しいことをお話しします。
それは、
ここでは、
正解はありません。
だから、失敗もありません。
ということ
もしも、「あ、上手くできなかったな」と
悔しく思ったとき、この魔法の言葉を思い出してください
「失敗、いっぱい、大丈夫」
失敗は、全部挑戦です。
挑戦があるからバージョンアップできます。
だから、みなさん
各々
めいいっぱい挑戦して、
一緒に参加する仲間の挑戦も応援して
あー楽しかった！
好きなものをたくさん見つけた！
そんな 1 日にしてくれたらと思います。

第 3 回はなんと！
こども先生が登場しました！
過去 2 回のオンライン体験フェスに参加し
「私も先生に挑戦してみたい」
と小学３年生が自らアプローチくださり実現しました。
オトナからコドモへ
バトンがどんどん繋がり
拡がっていくことに興奮を隠せません。
今日はぜひ、
「コドモを楽しませる」１日ではなく、
オトナも
「自分が楽しむ」
そんな１日にもしていただけたら嬉しくおもいます。

ご不安やご不明な点がありましたら、ヘルプデスク等に
ご連絡いただけますと幸いです。
それでは本日もどうぞよろしくお願いします。
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★タイムスケジュール ★
MainSTAGE STAGE

A

STAGE

B

STAGE

C

2020.07.05

七夕夢叶ブース

9:15〜9:30 開会式
9:30〜9:50 オープニングイベント・みんなでパプリカを踊ろう〜ゆめダンス〜三原勇気（ゆうちゃん）

1 時限目
10:00
〜10:50

ララちゃんと 折り紙で七夕飾り 未来の夢を叶える☆ 命のバトンを
親 子 で
つなげよう！
遊 ぼ う
を作ろう☆ お星さまヨガ体験 （心肺蘇生教室）
一緒に
映画を見よう
モーリーファンタジー にしがきゆきこ
イイダジュンコ
藤川 順子
ララちゃん
〜約束の七夜祭り〜
一般社団法人
助け合って、 保育士ダンサー 謎の男からの
七夕協会代表理事
夢を叶える
ゆうちゃんと
挑戦状
あうんじゃんけん お話ししよう♪
リターンズ
小磯 卓也
日本ゆめ教育協会
三原 勇気
チーム思いやりーダー
( ゆうちゃん )
ジェームス

2 時限目
11:20
〜12:10
12:10〜12:45

3 時限目
13:00
〜13:50

オンライン
えさやり体験
桂浜水族館
まるのん
ヤブ・サメ

4 時限目
14:20
〜15:10

お昼休み
「ロッテ
親子で挑戦！ 【サハラ砂漠
学校では教えてくれない
コアラのマーチ」
ラクダの旅】 国語辞典の
はじめてのコマ撮り
で遊ぼう
3000km の夢
アニメ制作
楽しみ方
一般社団法人七夕協会
石川 仁
山本 伸・増田 知乃
K てんちょう
山本 晃司・きらら
( ジン )
坂部 典子
矢野 豪邦
元日本代表レーサー 親子で作ろう！
英語は
オトナも大熱狂！
もぐもぐ七夕 夢を叶える道具！ 夢のバトンリレー！
から学ぶ
ドローンの世界 げんきレシピ★ どう学ぶのがいい？
横田 淳

隅 弘子

あべゆかこ

齋藤 敦

15:10〜15:30 閉会式

！フェスを楽しむヒント！
各講座のお部屋には、「定員」があります！
定員を超えると、参加できなくなってしま
うので、気になった講座はお早めにお申込
みください。
すでに満席で、どうしても体験してみたい
時は、TABICA に登録している講師ならそ
ちらからメッセージをしてみてください。
リクエスト開催を出している場合もありま
す。その他の場合は、親子でオンライン体
験フェス実行委員会へお問合せも OK です。

企
画 / 親子でオンライン体験フェス実行委員会
デザイン・構成・編集 / おがさわらなおこ ( 株式会社宇宙の城 )
ママたちやパパたちが、協力して作り上げました！！

体験やフェスのご感想やご意見をお気軽にお寄せください！

http://onlinefes.jp/lp/20200705/

主催共催： 一般社団法人 七夕協会、親子でオンライン体験フェス実行委員会、TABICA( ガイアックス )
協
力： 親子の休日革命、一般社団法人 日本ゆめ教育協会

ジャンル別一覧★1

2020.07.05

七夕を楽しもう！

※幼児はお話でき大人のサポートあり

Main

STAGE

A

10:00〜10:50

STAGE

( 株 ) イオンファンタジー
モーリーファンタジー

ララちゃん

にしがきゆきこ

ララちゃんと
はたあげたいそう

折り紙で
七夕飾りを作ろう☆

モーリーファンタジーのララちゃんと一緒にみんなで
工作＆体を動かして遊びます。みんなであそびに来てね！

小 3 の女の子が、子どもでも簡単に
できる七夕飾りの作り方をお伝えします。
みんなで楽しく作りましょう♬

準備するもの・（旗作り用）紙、割箸、色鉛筆、テープ

準備するもの・折り紙、ハサミ、のり、こより or 糸

七夕

STAGE

B

14:20〜15:10
一般社団法人日本こども成育協会
ディレクター

準備するもの
ご飯 ふりかけ ラップ リボン お椀 2 個

七夕

10:00〜12:10

一般社団法人七夕協会代表理事

小磯 卓也

一緒に映画を見よう
〜約束の七夜祭り〜

隅 弘子

親子で作ろう！
もぐもぐ
七夕げんきレシピ★
もぐもぐモンスター「もぐりん」と
弘子先生が「もぐもぐげんきに噛んで
お願いかなえる七夕レシピ」を伝授！

10:00〜10:50

みんなで一緒に「約束の七夜祭り」の映画を見て語ろう
七夕祭りの由来クイズ
準備するもの・映画を見るパソコン又は ipad など

※スマートフォンでの参加の方や映画鑑賞中のコメント
など残したい場合は、別途ご用意をお勧めします

13:00〜13:50

一般社団法人七夕協会

K てんちょう・矢野 豪邦

STAGE

A

「ロッテコアラのマーチ」
で遊ぼう

ファミリーシップナビゲーター

チーム思いやりーダー

コアラのマーチご当地キャラクイズ大会！
あなただけの、世界に 1 つだけの「コアラのマーチ」の
絵を描こう

助け合って、夢を叶える
あうんじゃんけん

準備するもの・コアラのマーチ、お描き用データ、色鉛筆や絵の具などのお絵かき道具
https://lotte-shop.jp/img/event/ekoa2006/tanabataCP.pdf

呼吸を合わせたり、チームワークを発揮
する「あうんじゃんけん」を通して親子
で夢を叶えてゆく力をつけます。

夢を叶えるヒント！
STAGE

C

STAGE

B

冒険家

13:00〜13:50

石川 仁 ( ジン )
【サハラ砂漠ラクダの旅】
3000km の夢

11:20〜12:10

STAGE

13:00〜13:50

C 14:20〜15:10

みやこ模型 代表

コミオ英語教育ラボ

学校では教えてくれない
国語辞典の楽しみ方

英語は夢を叶える道具！
どう学ぶのがいい？

山本 晃司・ きらら

世界を回る冒険家の生の声で、夢を描き、
計画し、それをかなえることの大切さを
熱く語ります。

学校では教えてくれない
国語辞典の楽しみ方をお話しします。

準備するもの
新しいノート 1 冊と筆記用具 ( 夢ノート用 )

準備するもの
紙の国語辞典 ( 一般用、小学生用 )
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あべゆかこ

英語に関するデータを知って、
将来の夢を叶えるために英語が必要である
ことを感じ、今できる学びを始めよう。

ジャンル別一覧★2

2020.07.05

夢の職業を見つけよう！

※幼児はお話でき大人のサポートあり
STAGE

Main

C

12:10〜13:50

STAGE

10:00〜10:50
医療法人ふじかわ小児科
看護師長

桂浜水族館 ショーチーム
まるのん・ヤブ・サメ

藤川 順子

オンライン餌やり

命のバトンを
つなげよう！
（心肺蘇生教室）
アニメ DVD を観ながら、楽しく
心肺蘇生法を学びます。いざという時に
大切な人を助けられる秘密兵器です。

今回は、桂浜水族館のショーの生き物が大集合！
アシカ・トド・ペンギン・カワウソ
カピパラ・ウミガメに餌やり体験

準備するもの
Ｔシャツ、クッション、ハンカチ 2 枚、空箱

準備するもの・オンライン決済システムの処理ができるパソコン、スマホ等
STAGE

B

STAGE

A

11:20〜12:10

Toynon 合同会社

三原勇気（ゆうちゃん）

山本伸・増田知乃・坂部典子

保育士ダンサー
ゆうちゃんと
お話ししよう♪
保育士になりたい人大集合！
夢を叶えた保育士ダンサーゆうちゃんと
ワクワクしながらお話ししよう！

13:00〜13:50

親子で挑戦！
はじめてのコマ撮り
アニメ制作
お家にあるブロックとスマホ 1 つで、
ストップモーション動画をつくって
お友だちを驚かせませんか？

準備するもの・ブロック数個、動画編集アプリ入りスマホ

七夕

STAGE

A

14:20〜15:10

！フェスを楽しむヒント！
★講座をスムーズに受けるために★
端末によりますが、各講座へ入る時
ID やパスワードの入力を全角文字か
ら半角文字への変換にすると、反応し
ない場合があります。
入力時は、先に半角文字に切り替えて
から ID やパスワードを入力する様に
ご注意ください。
自分だけのタイムテーブルに ID をメ
モする欄がありますのでご活用ください！

14:20〜15:10

ドリームファシリテーター

株式会社
ドローンエンタテインメント

齋藤 敦

横田 淳

オトナも大熱狂！
夢のバトンリレー！

元日本代表レーサーから
学ぶドローンの世界

プロサッカー選手・野球選手…夢をかなえた人の話を
聞いて、きみの夢をかなえる一歩を踏み出そう！

世界で子どもパイロットが増えてます。
最近のドローンでできること、
そのワクワクや仕組みをお伝えします。

準備するもの・筆記用具

体と頭を使ってみよう！
Main
STAGE

オープニングイベント
9:30〜9:50
ぎゅぎゅっとダンス主宰

三原 勇気 ( ゆうちゃん )
みんなで
パプリカを踊ろう
保育士で親子ダンスイベントを
主宰している ゆうちゃんと、
オンラインで踊って笑って楽しもう！

STAGE

B

10:00〜10:50
キッズヨガ・顔ヨガ
インストラクター

イイダジュンコ
未来の夢を叶える☆
親子でお星さまヨガ体験
お星さまヨガで「体の使い方」
「キラキラ笑顔」のスキルをゲットして、
親子で未来の夢を楽しく叶えよう！
準備するもの・動きやすい服、お水、あればヨガマット
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STAGE

C

11:20〜12:10

日本ゆめ教育協会

菅野 知良（ジェームス）
謎の男からの挑戦状
リターンズ
謎の男からの挑戦状
「カップビルダータイムトライアル」に
チャレンジして夢を描こう！
準備するもの・紙コップ 10 個、紙、筆記用具

★ご予約ガイド★

※今回の講座は全て無料です

①TABICA の予約ページへアクセス
https://tabica.jp/travels/22309

! 注意！

②下へスクロールすると
「直近の開催情報」があるので
7/5( 日 ) をクリック or タップ

これ

TABICA ユーザー登録は
お済みですか？
まだの方は、TABICA トップページ右上の
ユーザ登録 をクリック or タップ！
Facebook の ID などでログインできます。
認証後、メールが届いて完了！

③参加人数を ＋ で入れます

（大人２名・小学生２名など）

無料クーポンコードも必ず！

または、
キーワード検索で
「七夕」「体験フェス」

④「予約申請をする」を
クリック or タップで完了！

合計金額
０円を確認

確認のメールが
ご登録のアドレスに届くので
必ずご確認ください。
これで講座は
なんと！受け放題です！
講座一覧などで選ぼう！
ワクワク〜♪

tanabata202007
忘れないで！
最終クリック or タップ！

