
ゲームに銚戦!サンゴのテリトリーウォーズ c.;.$$W
・8月14日{火}・15日{水}・16日{本} 各自とも10:3。簡単12:00
・対a:小・中学生 灘保駆者の方もー'置にと"銅いただeすます.

・定員:，毎日とも24名

即興劇:r海からのご恩とと恩返しJ，*，~L.diJ 
・8月14日【火}・15日{水) &8とも1臼2回開催 ①13:00-14:00②16:00-17:00
・対a:小・中学生とその録・・ ・定員:各国20名

近なもので夢のサンゴをつくっちゃおう CJSU).
・8月14日t火}・15日t本}・16日{本} 各自と~14:3o-15:20

・対a:小・中学生 ※録.省の方も-.置にと.晶、たtettiJす. ・定員:各自20名

サンゴの島々八重山の唄とおどりを楽しもう!EI~LJ， a ・8月16日{本} ①13:00-13:30②，16:00-16:30

・対a:朱・E学JIE-中学生とその保・・ ・定員:各自20名

大浦湾の海の中は不思議がいっぱい!(展示)・atfjul
・8月14日{火】・15日{君"・16日{本} 各自とも10:00-17:00

。傷力:アラふコ・アジア・ジヤJ~.章式会社/沖縄県サンゴ磁保全鎗途也録会
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丸の内キツズラャシボリ-2018

パンフレツト・ WEB原稿 <ワンダークラブ>

原稿は 6月5日{火)までに、メールにて事務局ヘご提出くださいますようお願いいたします。

・丸の内キッズラヤンボリー制作事務局

Mail : m-kids@winds-intl.co.jp / TEL: 03・5221-9635

※複数のフ"[]グラムを実施される場合は、各フ"[]グラムタイトルのほかに、プログラム全体のタイトルをつけていた

だきますようお願いいたします。 {20文字以内)

全体タイトル サンゴii!つてなにフおきなわから出前教室

-プログラム⑥

タイトル {20文字以内) ゲームに挑戦!サンゴのテリトリーウォーズ

穏やかでたくさんの生物が棲む水中の楽園、サンゴii!。サンゴがいろいろな環境要因で増えたり

内容紹介 減ったりしながらサンゴ礁をつくってし1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

{140文字以内) 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在学ぶこと

ができます。

※ヲイ卜ル、内容紹介文は、実施される内容がイメジしやすい表記でお願いします。

※J¥ンフレ、y卜には、紙面のスペスの都合により内容紹介文の掲載はこミざいまぜん。予めご了承ください。

実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチ工ツヴ図を入れてください

14日 10:00-12:00

15日 10:00-12:00
実施日時

16日 10:00-12:00

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

図子どものみの参加(保護者は見学) 図親子で参加

対象 口未就学児

小学校 口 1年生 口 2年生 口 3年生 図 4年生 図 5年生 図 6年生

中学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生

※子どものみ参加の場合は保護者を含まない人数、親子で参加の場合は保護者を含む

定員 人数を記入してください。

各回 24名

※いずれか 1つ1'::チ工ツヴ図を入れてください。(併用不可)

童書加方法 口当日整理券 図事前申し込み 口自由参加

参加方法の詳細につきましては、別途添付資料をご参照くださl'0 

こちらに記載いただきました企業・団体名在、バンフし y卜および WEBに掲載さぜていただきます。

※運菖欄には、別途コンテンツを企画・実施・運菖する企業・団体名(代理屈は除く)力庇る場合のみご記入ください。

協力(出展企県団体1Iアラムコアジアジャパン株式会社

運営 (代理屈は除(l I沖縄県サンゴ礁保全推進協議会
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丸の内キツズラャシボリ-2018

パンフレツト・ WEB原稿 <ワンダークラブ>

画像ファイル名は、画像1、画像 2とつけてください。

掲載圃像 (入力例:パンフレットには画像 1、WEBには画像 1・2を掲載)

1点有。別添参照。

リンク先 URL(任意) ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

※WEBには2点まで掲載可能です。

バンフレy卜には、紙面のスペースの都合により、いずれ力のプログラム画像のみの掲載になる可能性がごさ Jます。

予めご了承ください。また、パンフレット用の画像は、掲載サイズかJ¥，さくてもプログラムの内容がわかるものをお選び

ください。

画像はワ ドやバワポイントに貼り付けず、 JPEG等の画像素材形式のままメルでお送りください。

※ホムペジハのリンクをご希望¢場合は、アドレスをご記入ください。

丸の内キyズジャンボリ へのリンクもぜひお願いいたします。 https://www目tif-kids目ip/2018/

-プログラム②

タイトル (20文字以内) 即興劇で学ぶサンゴ礁¢ひみつ

内容紹介
お客様から、海とサンゴ礁んまつわる思い出をお訊きして、それを即興で、「笑い」と「感動」のス

卜ーI){こしてお返しするパフォーマンスです。サンゴ礁と海への思l'を今一度強く持っていただく機
(140文字以内)

会にいたします。

※パンフレットには、紙面のスペースの都合により内容紹介文の掲載はこ:ざいまぜん。予めご了承ください。

実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチ工ツヴ図を入れてください。

14 日 14:30~ (約 50分)

15 日 13:00~ (約 50分)
実施日時

15 日 16:00~ (約 50分)

ここをクリックしてテキストを入力してください。

図子どものみの参加(保護者は見学) 図親子で参加

対象 口未就学児

小学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生 図 4年生 図 5年生 図 6年生

中学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生

※子どものみ参加の場合は保護者を含まない人数、親子で参加の場合は保護者を含む

定員 人数を記入してください。

各回 20名

※いずれか 1つにチ工ツヴ図を入れてください。(併用不可)

事審加方法 図当日整理券 口事前申し込み 口自由参加

参加方法の詳細につきましては、別途添付資料をご参照くださl'0 

こちらに記載いただきました企業・団体名在、パンフしy卜およびWEBに掲載さぜていただきます。

※運菖欄には、別途コンテンツを企画・実施・運菖する企業・団体名(代理屈は除く)が庇る場合のみご記入ください。

協力(出展企巣・団体1Iァラムコ・アジア・ジャパン株式会社

運営 (代理屈は陰(l 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会
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丸の内キツズラャシボリ-2018

パンフレツト・ WEB原稿 <ワンダークラブ>

掲載画像の有無

リンク先(任意)

-プログラム③

タイトル (20文字以内)

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

身近なもので夢のサンゴをつくっちゃおう l

思い思いの色や形のサンゴを自由に作りながら、サンゴのこ

と 、 サ ン ゴ を 取り巻く海のこと、その環境のクオリティを左

内容紹介 右 す る 私 た ち のこと、サンゴの不思議な形に隠された美しさ

(140文字以内) や数学のこと たくさんおしゃべりしましょう。福島県飯舘

村から始まったかぎ針編みの白化サンゴ礁なども展不し ま

す。

※パンフレットには、紙面のスペースの都合により内容紹介文の掲載はこ:ざいまぜん。予めご了承ください。

実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチ工ツヴ図を入れてください。

14日 13:00 (約 50分)

14日 16:00 (約 50分)
実施日時

15日 14:30 (約 50分)

16日 14:30 (約 50分)

図子どものみの参加(保護者は見学) 図親子で参加

対象 口未就学児

小学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生 図 4年生 図 5年生 図 6年生

中学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生

※子どものみ参加の場合は保護者を含まない人数、親子で参加の場合は保護者を含む

定員 人数を記入してください。

各回 20名

※いずれか 1つ1'::チ工ツヴ図を入れてください。(併用不可)

事参加方法 口当日整理券 図事前申し込み 口自由参加

参加方法の詳細につきましては、別途添付資料をご参照くださl'0 

こちらに記載いただきました企業・団体名在、バンフし y卜およびWEBに掲載さぜていただきます。

※運菖欄には、別途コンテンツを企画・実施・運菖する企業・団体名(代理屈は除く)力ある場合のみご記入ください。

協力(出展企巣・団体1Iアラムコアジアジャパン株式会社

運営 (代理屈は陰(l I沖縄県サンゴ礁保全推進協議会

掲載画像ゆ有無 I 1点有。別添参照。

リンク先(任意1 ここをクWクしてテキストを入力してください。

※本紙以外にもワークショップの実施内容がわかる資料がこmざいましたら、途中段階でも構いまぜんので一緒にお送りください。

(一般のお客様、報道関係者からのお問い合わぜ対応などに活用さぜていただきます。)
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丸の内キツズラャシボリ-2018

パンフレツト・ WEB原稿 <ワンダークラブ>

原稿は6月5日{火)までに、メールにて事務局ヘご提出くださいますようお願いいたします。

・丸の内キッズラヤンボリー制作事務局

Mail : m-kids@winds-intl.co.jp / TEL: 03・5221-9635

※複数のフ"[]グラムを実施される場合は、各フ"[]グラムタイトルのほかに、プログラム全体のタイトルをつけていた

だきますようお願いいたします。 {20文字以内)

全体タイトル サンゴii!つてなにフおきなわから出前教室

-プログラム⑥

タイトル {20文字以内) サンゴの島々 八重山の唄とおとりを楽しもう!

内容紹介
八重山人伝わる伝統の唄と踊りをご来場のみなさんと共I~楽しんでいただくと共人、サンゴ礁の

{140文字以内)
海在中心とした豊穣の海が長く続くことへの願いと、思l'を持ち帰って頂きます。

※ヲイ卜ル、内容紹介文は、実施される内容がイメジしやすい表記でお願いします。

※J¥ンフレ、y卜には、紙面のスペスの都合により内容紹介文の掲載はこ:ざいまぜん。予めご了承ください。

実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチ工ツヴ図を入れてください。

8月 16日 13:00ー(約 30分)

8月 16日 16:00-(約 30分)
実施日時

ここをクI)~クしてテキス卜を入力してください。

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

図子どものみの参加(保護者は見学) 図親子で参加

対象 図未就学児

小学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生 図 4年生 図 5年生 図 6年生

中学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生

※子どものみ参加の場合は保護者を含まない人数、親子で参加の場合は保護者を含む

定員 人数を記入してください。

各回 20名

※いずれか 1 つI~チ工ツヴ図を入れてください。(併用不可)

重量加方法 図当日整理券 口事前申し込み 口自由参加

参加方法の詳細につきましては、別途添付資料をご参照くださl'0 

こちらに記載いただきました企業・団体名在、バンフし y卜およびWEBに掲載さぜていただきます。

※運菖欄には、別途コンテンツを企画・実施・運菖する企業・団体名(代理屈は除く)力ある場合のみご記入ください。

協力(出展企巣・団体1Iアラムコアジアジャパン株式会社

運営 (代理屈は除(l I沖縄県サンゴ礁保全推進協議会
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丸の内キツズラャシボリ-2018

パンフレツト・ WEB原稿 <ワンダークラブ>

画像ファイル名は、画像1、画像 2とつけてください。

掲載固像 (入力例:パンフレットには画像 1、WEBには画像 1・2を掲載)

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

リンク先 URl(任意) ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

※WEBには2点まで掲載可能です。

パンフレy卜には、紙面のスペスの都合により、いずれ力のプログラム画像のみの掲載になる可能性がごさいます。

予めご了承ください。また、パンフレット用の画像は、掲載サイズかJ¥，さくてもプログラムの内容がわかるものをお選び

ください。

画像はワードやパワ一ポイントに貼口付けず、 JPEG等の画像素材形式のままメールでお送りください。

※ホムペジハのリンクをご希望¢場合は、アドレスをご記入ください。

丸の内キyズジャンボリ へのリンクもぜひお願いいたします。 https://www目tif-kids目ip/2018/

-プログラム②

タイトル (20文字以内) 大浦湾の海の中は不思議がし1っぱい展示)

内容紹介
沖縄本島北部、東海岸にある大浦湾(おおうらわん)には、サンゴをはじめ、さまざまな海の

生きものがすんでいます。海の中には、不思議がしりぱい!水中の映像や写真により、大浦湾
(140文字以内)

の自然とそごにすむ生きものを紹介します。

※パンフレットには、紙面のスペースの都合により内容紹介文の掲載はこミざいまぜん。予めご了承ください。

実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチ工ツヴ図を入れてくださいJ 

8 月 14~16 日 10:00~ 17:00 

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。
実施日時

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

ここをクリックしてテキス卜を入力してください。

図子どものみの参加(保護者は見学) 図親子で参加

対象 図未就学児

小学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生 図 4年生 図 5年生 図 6年生

中学校 図 1年生 図 2年生 図 3年生

※子どものみ参加の場合は保護者を含まない人数、親子で参加の場合は保護者を含む

定員 人数を記入してください。

各回 ここをクリックしてテキストを入力してください。 名

※いずれか 1つにチ工ツヴ図を入れてください。(併用不可)

童書加方法 口当日整理券 口事前申し込み 図自由参加

参加方法の詳細につきましては、別途添付資料をご参照ください。

こちらに記載いただきました企業・団体名在、パンフしy卜およびWEBに掲載さぜていただきます。

※運菖欄には、別途コンテンツを企画・実施・運菖する企業・団体名(代理屈は除く)力ある場合のみご記入ください。

協力(出展企業・団体1Iァラムコ・アジア・ジャパン株式会社

運営 (代理屈は陰(l 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会
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