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○丸の内キッズジャンボリー2019 への参加について 

 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会では、沖縄にとって真に持続可能な社会を形成するために、健

全なサンゴ礁を次世代に残すことが不可欠であることを踏まえ、サンゴ礁の保全に取り組んでい

る。 

 本協議会では、世界最大の石油・化学企業サウジアラムコの関連会社であるアラムコ・アジア・

ジャパン株式会社の支援の下、サンゴ礁保全活動を行う団体への支援、３月５日のサンゴの日を

中心に約２週間開催する「サンゴ礁ウィーク」の実施などを行ってきた。 

 また、沖縄のサンゴ礁を持続的に保全していくためには、沖縄県民だけでなく、県外の人にも

沖縄のサンゴ礁をもっとよく知ってもらう必要があることから、アラムコ・アジア・ジャパン株

式会社の全面支援の下、東京国際フォーラムにて 2018 年 8 月 14 日から 16日の３日間開催された

「丸の内キッズジャンボリー2018」にイベントを共同出展した。丸の内キッズジャンボリーでの

イベントの開催により、県外に住む多くの方々に沖縄の海やサンゴ礁保全を考えてもらう、良い

機会とすることができた。この成果を踏まえ、本年度も昨年同様に「丸の内キッズジャンボリー

2019」にイベントを共同出展する運びとなった。 

 

○実施概要 

 イベント名称：丸の内キッズジャンボリー 2019 

 開催日程：2019 年 8 月 13 日（火）～15日（木） 

 開場時間：10：00～17：00 

 会場：東京国際フォーラム 

 対象：未就学児・小学生・中学生及び保護者 

 主催：東京国際フォーラム 

 共催：読売新聞東京本社 

 イベント URL：https://www.tif-kids.jp/2019/ 

 プログラム名:「サンゴ礁ってなに？ おきなわから出前教室」 

           アラムコ・アジア・ジャパン/沖縄県サンゴ礁保全推進協議会 共同出展 

 プログラム web ページ：http://www.tif-kids.jp/2019/wonderclub/detail_09.html 

 プログラム会場：ガラス棟 G502 
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○出展イベント 

プログラム名 団体名 
ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 

特定非営利活動法人海の自然史研究所 
サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 
サンゴ礁の島々八重山の唄とおどりを楽しもう！  たっちゃんシンカ ぢーまみ芸能団 
即興劇：「海からのご恩とご恩返し」 インプロシアターTILT（ティルト） 
おきなわのサンゴと海の生きもの展 

 「顕微鏡で見よう！おきなわのビーチの砂」 

 「海の中には、不思議がいっぱい！」 

 「ワンダーアクアリウム」 

環境省、特定非営利活動法人海の自然史

研究所、すなっくスナフキン 合同出展 

 

○プログラム内容(イベント案内原文のまま、以下同様) 

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 

 日時： 

8 月 13 日（火）・14 日（水）・15日（木） 各日とも 10：30〜12：00 

 内容： 

おだやかでたくさんの生物が棲む水中の楽園、サンゴ礁。サンゴがいろいろな環境要因

で増えたり減ったりしながらサンゴ礁をつくっていくのを体験するゲームをしましょ

う。ゲームをしながらサンゴのことやサンゴ礁が広がるために必要なこと、そして私た

ちの暮らしかたや行動との関係を学ぶことができます。 

 

サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 

 日時： 

8 月 13 日（火）・14 日（水）・15日（木） 各日とも 13:00〜14：00 

 内容： 

サンゴ礁にすむ生きものの型を使って、世界に１つだけのカードをつくりましょう。 

スポンジを使ってカラフルな色をスタンプ台から取って色付けします。あとは２つ折り

にして、色鮮やかなサンゴの海のグリーティングカードのできあがり！小さいお子さん

も楽しめます。 
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サンゴの島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 

 日時： 

8 月 13 日（火）・14 日（水）・15日（木） 各日とも 14:45〜15:15 

 内容： 

唄とおどりが大好きな子供たち大集合！カラダとココロで躍動感を感じながら、八重山

に伝わる伝統の唄とおどりを体験するプログラム。サンゴ礁の海を中心とした 豊穣の海

が長く続くことへの願いと想いを持ち帰っていただきます。 

 

即興劇：海からのご恩とご恩返し 

 日時： 

8 月 13 日（火）・14 日（水）・15日（木） 各日とも 16:00〜17:00 

 内容： 

みなさんから、海とサンゴ礁にまつわるキーワードや思い出をおききし、それを台本な

しの即興で、「笑い」と「感動」のストーリーにしてお返しするパフォーマンスです。

どんなストーリーになるのかは、あなた次第！サンゴ礁と海への想いを今一度強く持っ

ていただく機会にいたします。 

 

おきなわのサンゴと海の生きもの展 

 日時： 

8 月 13 日（火）・14 日（水）・15日（木） 各日とも 10：00〜17：00 

 内容： 

「顕微鏡で見よう！おきなわのビーチの砂」 

おきなわのビーチといえば白い砂浜。この砂浜はサンゴがつくっているって知っ

ていますか？顕微鏡で見ると、小さな貝殻やウニのトゲも見つけられるかも!? 

「海の中には、不思議がいっぱい！」（展示） 

海の生きものの写真、標本（海の危険生物）、パネル（環境省提供）などを使っ

て、沖縄のサンゴとそこにすむたくさんの生きものを楽しく紹介します。 

「ワンダーアクアリウム」 

紙に描いた海の生きものが、スクリーンに投影された大きな水槽の中で元気よく

泳ぎだす、ちょっと不思議な水族館です。 

 

その他 

 フォトブースの設置 

 アバサンゴの展示 
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 参加者への配布物 

⑴ 協議会パンフレット 

⑵ 石油とサウジアラビアの冊子 

⑶ 海の生きものクラフト 

⑷ ぬりえ（大浦湾の生きものたち） 

⑸ パンフレット「わたしにもできること」（沖縄県） 

⑹ インプロシアター チラシ 

⑺ サンゴにやさしい日焼け止め 

⑻ 手作り石けん（協議会ロゴ入り） 

⑼ 冊子「サンゴのはなし」（沖縄県） 

⑽ 冊子「サンゴ礁ってなぁに？」（美ら島財団） 

⑾ 下敷き「サンゴはどうぶつ」（美ら島財団） 

⑿ 学習アイテム「海藻のはなし」（美ら島財団） 

⒀ パンフレット「うみがだいすきなおうじ」 

⒁ ポストカード 

⒂ 冊子「気をつけよう!!海のキケン生物」 

⒃ コットンバッグ 

 

○来場者数 

8 月 13 日（火） 

プログラム名 参加方法 定員 大人 子ども 合計 

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 事前申込 30 9 12 21 

サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 事前申込 24 7 10 17 

サンゴ礁の島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 当日整理券 30 15 14 29 

即興劇：海からのご恩とご恩返し 当日整理券 30 12 16 28 

おきなわのサンゴと海の生きもの展 自由参加 － 190 213 403 

計   233 265 498 

 

8 月 14 日（水） 

プログラム名 参加方法 定員 大人 子ども 合計 

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 事前申込 30 9 11 20 

サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 事前申込 24 11 12 23 

サンゴ礁の島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 当日整理券 30 13 12 25 

即興劇：海からのご恩とご恩返し 当日整理券 30 9 17 26 

おきなわのサンゴと海の生きもの展 自由参加 － 282 312 594 

計   324 364 688 
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8 月 15 日（木） 

プログラム名 参加方法 定員 大人 子ども 合計 

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 事前申込 30 6 6 12 

サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 事前申込 24 7 10 17 

サンゴ礁の島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 当日整理券 30 14 15 29 

即興劇：海からのご恩とご恩返し 当日整理券 30 9 12 21 

おきなわのサンゴと海の生きもの展 自由参加 － 291 307 598 

計   327 350 677 

 

※３日間の合計 

プログラム名 参加方法 定員 大人 子ども 合計 

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 事前申込 30 24 29 53 

サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 事前申込 24 25 32 57 

サンゴ礁の島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 当日整理券 30 42 41 83 

即興劇：海からのご恩とご恩返し 当日整理券 30 30 45 75 

おきなわのサンゴと海の生きもの展 自由参加 － 763 832 1,595 

計   884 979 1,863 

総参加者数 1,863 名 

 

○プログラム実施風景 

ゲームに挑戦！サンゴのテリトリーウォーズ 
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サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンゴの島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 

 

即興劇：海からのご恩とご恩返し 
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おきなわのサンゴと海の生きもの展 
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その他 

 

○来場者アンケート集計結果 

 今回、来場者へのアンケートを実施しました。アンケートにご協力いただきありがとうござい

ました。今後の運営の参考にさせていただきます。 

 

 実施期間：2019 年 8月 13 日（火）～15 日（水） 

 回答件数：325 人 

 

問１ お子様の性別をお聞かせください。 
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