
ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

原稿のファイル名は変えずに、5 月 30 日（木）までにメールにて事務局へご提出くださいますようお願いいた 
します。 
◆丸の内キッズジャンボリー制作事務局  ｍail：m-kids@winds-intl.co.jp 
 

出展会場 G502 

 
 
※複数のプログラムを実施される場合は、各プロ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 サンゴ礁ってなに？おきなわから出前教室 

プログラム全体の紹介 
※紹介文は必須ではありません 

ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

■プログラム① 

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 

内容紹介 
（140 文字以内） 

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。 

※タイトル、内容紹介文は、実施される内容がイメージしやすい表記でお願いします。 
※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ございません。予めご了承ください。 
 
実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチェック☒を入れてください。 

 
画像はパンフレットには 1 点、WEB には 2 点まで掲載可能です。パンフレット用の画像は、掲載サイズが小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。また、ワードやパワーポイントに貼り付けず、JPEG や AI 等の形式でお送りください。 
※AI データにつきましては、必ず確認用の PDF と併せてお送りください。 

 
こちらに記載いただきました企業・団体名を、出展者としてパンフレットおよび WEB に掲載させていただきます。 
※運営欄には、別途コンテンツを企画・実施・運営する企業・団体名（代理店は除く）がある場合のみご記入ください。 

 
ホームページへのリンクをご希望の場合は、アドレスをご記入ください。 
丸の内キッズジャンボリーへのリンクもぜひお願いいたします。https://www.tif-kids.jp/2019/ 

実施日時 

13 日 10:30～12:00 
14 日 10:30～12:00 
15 日 10:30～12:00 
※実施時間・回数は調整可能です。 

対象 

☒ 子どものみの参加（保護者は見学）      ☒ 親子で参加 

☐ 未就学児 
小学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生  ☒4 年生  ☒5 年生  ☒6 年生 
中学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生 

定員 
※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 

人数を記入してください。 
各回 30 名 

参加方法 
※いずれか１つにチェック✔を入れてください。（併用不可） 
☐当日整理券    ☒事前申し込み    ☐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。 

掲載画像 

※掲載する画像をご指定ください。 
画像のファイル名は画像１、画像 2 とつけていただきますようお願いします。 

パンフレット ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
WEB    ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。               

② ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

協力（出展企業・団体） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

運営（代理店は除く） 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・海の自然史研究所 

リンク先 URL（任意） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

■プログラム② 

タイトル（20 文字以内） 
サンゴの海のカードをつくろう！スポンジぬり絵！ 

内容紹介 
（140 文字以内） 

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。 

※タイトル、内容紹介文は、実施される内容がイメージしやすい表記でお願いします。 
※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ございません。予めご了承ください。 
 
実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチェック☒を入れてください。 

実施日時 

13 日 13:00～14:00 
14 日 13:00～14:00 
15 日 13:00～14:00 
※インストラクションスタッフを配置します。 

対象 

☒ 子どものみの参加（保護者は見学）      ☒ 親子で参加 

☒ 未就学児 
小学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生  ☒4 年生  ☒5 年生  ☒6 年生 
中学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生 

定員 
※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 

人数を記入してください。 
各回 24 名 

参加方法 
※いずれか１つにチェック✔を入れてください。（併用不可） 
☐当日整理券    ☒事前申し込み    ☐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。 

 
画像はパンフレットには 1 点、WEB には 2 点まで掲載可能です。パンフレット用の画像は、掲載サイズが小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。また、ワードやパワーポイントに貼り付けず、JPEG や AI 等の形式でお送りください。 
※AI データにつきましては、必ず確認用の PDF と併せてお送りください。 

 
こちらに記載いただきました企業・団体名を、出展者としてパンフレットおよび WEB に掲載させていただきます。 
※運営欄には、別途コンテンツを企画・実施・運営する企業・団体名（代理店は除く）がある場合のみご記入ください。 

 
ホームページへのリンクをご希望の場合は、アドレスをご記入ください。 
丸の内キッズジャンボリーへのリンクもぜひお願いいたします。https://www.tif-kids.jp/2019/ 

掲載画像 

※掲載する画像をご指定ください。 
画像のファイル名は画像１、画像 2 とつけていただきますようお願いします。 

パンフレット ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
WEB    ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。               

② ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

協力（出展企業・団体） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

運営（代理店は除く） 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・海の自然史研究所 

リンク先 URL（任意） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

■プログラム③ 

タイトル（20 文字以内） 
即興劇：「海からのご恩とご恩返し」 

内容紹介 
（140 文字以内） 

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訊きして、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。 

※タイトル、内容紹介文は、実施される内容がイメージしやすい表記でお願いします。 
※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ございません。予めご了承ください。 
 
実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチェック☒を入れてください。 

実施日時 

13 日 16:00～17:00 
14 日 16:00～17:00 
15 日 16:00～17:00 

対象 

☒ 子どものみの参加（保護者は見学）      ☒ 親子で参加 

☐ 未就学児 
小学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生  ☒4 年生  ☒5 年生  ☒6 年生 
中学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生 

定員 
※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 

人数を記入してください。 
各回 30 名 

参加方法 
※いずれか１つにチェック✔を入れてください。（併用不可） 
☒当日整理券    ☐事前申し込み    ☐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。 

 
画像はパンフレットには 1 点、WEB には 2 点まで掲載可能です。パンフレット用の画像は、掲載サイズが小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。また、ワードやパワーポイントに貼り付けず、JPEG や AI 等の形式でお送りください。 
※AI データにつきましては、必ず確認用の PDF と併せてお送りください。 

 
こちらに記載いただきました企業・団体名を、出展者としてパンフレットおよび WEB に掲載させていただきます。 
※運営欄には、別途コンテンツを企画・実施・運営する企業・団体名（代理店は除く）がある場合のみご記入ください。 

 
ホームページへのリンクをご希望の場合は、アドレスをご記入ください。 
丸の内キッズジャンボリーへのリンクもぜひお願いいたします。https://www.tif-kids.jp/2019/ 

掲載画像 

※掲載する画像をご指定ください。 
画像のファイル名は画像１、画像 2 とつけていただきますようお願いします。 

パンフレット ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
WEB    ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。               

② ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

協力（出展企業・団体） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

運営（代理店は除く） 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・インプロシアターTILT  

リンク先 URL（任意） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

 
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ございましたら、途中段階でも構いませんので一緒にお送りください。 
来場者および報道関係者からの問い合わせ対応などに活用させていただきます。 
その他、補足事項等がございましたら、こちらにご記入ください。 

 
 
◆この件に関するご担当者・ご連絡先 
 
ご担当者① 

企業・団体名、部署名 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

ご担当者名 石井 陽子 

メールアドレス yoko.ishii@aramcoasia.com 

電話番号 03-6367-3730 

 
ご担当者② 

企業・団体名、部署名 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

ご担当者名 曽我 明日香 

メールアドレス Asuka.soga@aramcoasia.com 

電話番号 03-6367-3719 

 
 
◆開催告知チラシおよびパンフレットの送付部数、および送付先について 
開催告知チラシ（6 月初旬完成予定）とパンフレット（7/4 完成予定）を、完成次第お送りいたします。 
パンフレットにつきましては 1 梱包(100 部)送付予定ですが、追加でご入用の場合はご相談ください。 
 
送付先情報をご入力ください。 

企業・団体名、部署名 
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

経営企画室・広報担当 

ご担当者名 石井 陽子 

住所 
〒177-0041 
東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 26 階 

電話番号 03-6367-3730 

ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

 
◆告知物に関する今後のスケジュール（変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。） 
5/30（木） パンフレット・WEB 原稿提出締め切り、WEB ティザーサイト公開予定 
6 月初旬   開催告知チラシ完成予定 
6/14（金） WEB 開催告知および概要発表（プログラムタイトル、出展者名公開） 
7/4 （木） パンフレット完成予定 
7/9 （火） WEB プログラム内容詳細ページ公開、事前申込プログラム受付開始（7/22 締切） 
 
 
◆お問い合わせ 
不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 
丸の内キッズジャンボリー制作事務局  
TEL：03-5221-9635 ｍail：m-kids@winds-intl.co.jp 
 
ガラス棟会議室、B5・B7 ワークショップ担当：蓮見（蓮見連絡先：03-5221-9006）  
ホール E、地上広場関連担当：清水 
告知物、公募関連担当：村松 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

原稿のファイル名は変えずに、5 月 30 日（木）までにメールにて事務局へご提出くださいますようお願いいた 
します。 
◆丸の内キッズジャンボリー制作事務局  ｍail：m-kids@winds-intl.co.jp 
 

出展会場 G502 

 
 
※複数のプログラムを実施される場合は、各プロ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 サンゴ礁ってなに？おきなわから出前教室 

プログラム全体の紹介 
※紹介文は必須ではありません 

ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

■プログラム① 

タイトル（20 文字以内） 
サンゴの島々八重山の唄とおどりを楽しもう！ 

内容紹介 
（140 文字以内） 

唄とおどり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。 

※タイトル、内容紹介文は、実施される内容がイメージしやすい表記でお願いします。 
※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ございません。予めご了承ください。 
 
実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチェック☒を入れてください。 

 
画像はパンフレットには 1 点、WEB には 2 点まで掲載可能です。パンフレット用の画像は、掲載サイズが小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。また、ワードやパワーポイントに貼り付けず、JPEG や AI 等の形式でお送りください。 
※AI データにつきましては、必ず確認用の PDF と併せてお送りください。 

 
こちらに記載いただきました企業・団体名を、出展者としてパンフレットおよび WEB に掲載させていただきます。 
※運営欄には、別途コンテンツを企画・実施・運営する企業・団体名（代理店は除く）がある場合のみご記入ください。 

 
ホームページへのリンクをご希望の場合は、アドレスをご記入ください。 
丸の内キッズジャンボリーへのリンクもぜひお願いいたします。https://www.tif-kids.jp/2019/ 

実施日時 

13 日 14:45～15:15 
14 日 14:45～15:15 
15 日 14:45～15:15 

対象 

☒ 子どものみの参加（保護者は見学）      ☒ 親子で参加 

☒ 未就学児 
小学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生  ☒4 年生  ☒5 年生  ☒6 年生 
中学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生 

定員 
※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 

人数を記入してください。 
各回 30 名 

参加方法 
※いずれか１つにチェック✔を入れてください。（併用不可） 
☒当日整理券    ☐事前申し込み    ☐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。 

掲載画像 

※掲載する画像をご指定ください。 
画像のファイル名は画像１、画像 2 とつけていただきますようお願いします。 

パンフレット ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
WEB    ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。               

② ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

協力（出展企業・団体） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

運営（代理店は除く） 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・新島達也 

リンク先 URL（任意） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

■プログラム② 

タイトル（20 文字以内） 
おきなわのサンゴと海の生きもの展 

内容紹介 
（140 文字以内） 

「海の中には、不思議がいっぱい！」（展示）：写真、標本、パネルなどを使って、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。「顕微鏡で見よう！沖縄のビーチの砂」：
沖縄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しれません。「デジタル水族館」：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そうの中で元気よく泳ぎだします！ 

※タイトル、内容紹介文は、実施される内容がイメージしやすい表記でお願いします。 
※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ございません。予めご了承ください。 
 
実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチェック☒を入れてください。 

実施日時 

13 日 10:00～17:00 
14 日 10:00～17:00 
15 日 10:00～17:00 

対象 

☒ 子どものみの参加（保護者は見学）      ☒ 親子で参加 

☒ 未就学児 
小学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生  ☒4 年生  ☒5 年生  ☒6 年生 
中学校  ☒1 年生  ☒2 年生  ☒3 年生 

定員 
※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 

人数を記入してください。 
各回 ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。名 

参加方法 
※いずれか１つにチェック✔を入れてください。（併用不可） 
☐当日整理券    ☐事前申し込み    ☒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。 

 
画像はパンフレットには 1 点、WEB には 2 点まで掲載可能です。パンフレット用の画像は、掲載サイズが小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。また、ワードやパワーポイントに貼り付けず、JPEG や AI 等の形式でお送りください。 
※AI データにつきましては、必ず確認用の PDF と併せてお送りください。 

 
こちらに記載いただきました企業・団体名を、出展者としてパンフレットおよび WEB に掲載させていただきます。 
※運営欄には、別途コンテンツを企画・実施・運営する企業・団体名（代理店は除く）がある場合のみご記入ください。 

 
ホームページへのリンクをご希望の場合は、アドレスをご記入ください。 
丸の内キッズジャンボリーへのリンクもぜひお願いいたします。https://www.tif-kids.jp/2019/ 

掲載画像 

※掲載する画像をご指定ください。 
画像のファイル名は画像１、画像 2 とつけていただきますようお願いします。 

パンフレット ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
WEB    ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。               

② ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

協力（出展企業・団体） アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

運営（代理店は除く） 沖縄県サンゴ礁保全推進協議会・すなっくスナフキン・環境省・沖縄県 

リンク先 URL（任意） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

■プログラム③ 

タイトル（20 文字以内） 
ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

内容紹介 
（140 文字以内） 

ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

※タイトル、内容紹介文は、実施される内容がイメージしやすい表記でお願いします。 
※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ございません。予めご了承ください。 
 
実施日時等をご入力いただき、該当する項目にチェック☒を入れてください。 

実施日時 

ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

対象 

☐ 子どものみの参加（保護者は見学）      ☐ 親子で参加 

☐ 未就学児 
小学校  ☐1 年生  ☒2 年生  ☐3 年生  ☐4 年生  ☐5 年生  ☐6 年生 
中学校  ☐1 年生  ☒2 年生  ☐3 年生 

定員 
※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 

人数を記入してください。 
各回 ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。名 

参加方法 
※いずれか１つにチェック✔を入れてください。（併用不可） 
☐当日整理券    ☐事前申し込み    ☐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。 

 
画像はパンフレットには 1 点、WEB には 2 点まで掲載可能です。パンフレット用の画像は、掲載サイズが小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。また、ワードやパワーポイントに貼り付けず、JPEG や AI 等の形式でお送りください。 
※AI データにつきましては、必ず確認用の PDF と併せてお送りください。 

 
こちらに記載いただきました企業・団体名を、出展者としてパンフレットおよび WEB に掲載させていただきます。 
※運営欄には、別途コンテンツを企画・実施・運営する企業・団体名（代理店は除く）がある場合のみご記入ください。 

 
ホームページへのリンクをご希望の場合は、アドレスをご記入ください。 
丸の内キッズジャンボリーへのリンクもぜひお願いいたします。https://www.tif-kids.jp/2019/ 

掲載画像 

※掲載する画像をご指定ください。 
画像のファイル名は画像１、画像 2 とつけていただきますようお願いします。 

パンフレット ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
WEB    ① ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。               

② ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

協力（出展企業・団体） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

運営（代理店は除く） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

リンク先 URL（任意） ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 
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ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

 
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ございましたら、途中段階でも構いませんので一緒にお送りください。 
来場者および報道関係者からの問い合わせ対応などに活用させていただきます。 
その他、補足事項等がございましたら、こちらにご記入ください。 

 
 
◆この件に関するご担当者・ご連絡先 
 
ご担当者① 

企業・団体名、部署名 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

ご担当者名 石井 陽子 

メールアドレス yoko.ishii@aramcoasia.com 

電話番号 03-6367-3730 

 
ご担当者② 

企業・団体名、部署名 アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

ご担当者名 曽我 明日香 

メールアドレス asuka.soga@aramcoasia.com 

電話番号 03-6367-3719 

 
 
◆開催告知チラシおよびパンフレットの送付部数、および送付先について 
開催告知チラシ（6 月初旬完成予定）とパンフレット（7/4 完成予定）を、完成次第お送りいたします。 
パンフレットにつきましては 1 梱包(100 部)送付予定ですが、追加でご入用の場合はご相談ください。 
 
送付先情報をご入力ください。 

企業・団体名、部署名 
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 

経営企画室・広報担当 

ご担当者名 石井 陽子 

住所 
〒177-0041 
東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸の内ビルディング 26 階 

電話番号 03-6367-3730 

ここをクリックまたはタップしてテキストを入力してください。 

36



ホップ! ステップ!! 2020!!! 東京国際フォーラムで夏休み ～丸の内キッズジャンボリー スペシャル版～ 

パンフレット・WEB 原稿 ＜ワンダークラブ＞ 

 
◆告知物に関する今後のスケジュール（変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。） 
5/30（木） パンフレット・WEB 原稿提出締め切り、WEB ティザーサイト公開予定 
6 月初旬   開催告知チラシ完成予定 
6/14（金） WEB 開催告知および概要発表（プログラムタイトル、出展者名公開） 
7/4 （木） パンフレット完成予定 
7/9 （火） WEB プログラム内容詳細ページ公開、事前申込プログラム受付開始（7/22 締切） 
 
 
◆お問い合わせ 
不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 
丸の内キッズジャンボリー制作事務局  
TEL：03-5221-9635 ｍail：m-kids@winds-intl.co.jp 
 
ガラス棟会議室、B5・B7 ワークショップ担当：蓮見（蓮見連絡先：03-5221-9006）  
ホール E、地上広場関連担当：清水 
告知物、公募関連担当：村松 
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（４）監査役からの指摘事項 

平成 30 年度監査指摘事項 

 

１．支出に関する決裁がない状況なので、大きな金額の支出に関しては決裁規定を設けることを検

討した方がよい。例えば、那覇空港写真展の委託費は明細のない支出であるため、事業担当者か

らの説明や事前の決裁等がある方がよい。 

 

２．ジュニアサンゴレンジャーの支援金について、請求日と支払日が離れすぎている。請求があっ

たら、すぐに支出できるように体制を整備すること。 

 

３．出版事業を平成 30年度に実施しなかった理由が明確でない。必要性が共有されていないこと

や実施担当者が決まっていな買ったことが実施しなかった理由だと考えられるので、改善すると

よい。 
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（５）ドメインの取得と web サーバーの契約 

今まで利用してきたメーリングリストサービス「freeml」が 2019 年 12 月 2 日に終了することか

ら、新たなメーリングリストサービスに移行する必要が出てきた。メーリングリストの移行に伴い、

ドメインの取得して新たな web サーバーを契約したい。 

 

サーバー：さくらレンタルサーバー 

スタンダードプラン 

料金 

月額 515円年間一括 

5,142円月払いより約

2 ヶ月分お得 

容量 100GB 

転送量 
80GB/日 

初期費用 
1,029 円 

サポート 
電話・メールサポー

ト無料 

お試し期間 
2 週間無料 

運用体制 
RAID10＋データバ

ックアップ 

 

WordPress 

クイックインストール 

PHP7 / PHP5 マルチドメイン 

100 個 

メールアドレス 無

制限 

MySQL 20 個 PHP モジュールモ

ード 

SSL 証明書・無料

SSL 

メーリングリスト 

10 個 
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ドメイン（インターネット上の住所）は、沖縄県サンゴ礁保全推進協議会（Okinawa Coral Reef 

Conservation Consortium）の頭文字「ocrcc」から取得できるアドレスを選ぶ。候補としては、

「ocrcc.net」、「ocrcc.info」。 
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回百.jp 3，909円/年慣品} 申し込む

ocrcc.c。町百 1，852円/年慣品} 総括申込みできま世ん

回百.0'冒 1，852円/年慣品} 総括申込みできま世ん

ocrcc.n国 1，852円/年慣品} 申し込む

回 百 .info 1，852円/年慣品} 申し込む

回百.biz 1，852円/年慣品} 申し込む

田『司.町田bi 2，600円/年慣品} 申し込む

回百.tok刊 2，160円/年慣品} 申し込む

回百.曲.jp 10，800円/年慣品} 申し込む

回百.or.jp 10，800円/年慣品} 申し込む

田『司.ne.jp 10，800円/年慣品} 申し込む

回百.gr.jp 10，800円/年慣品} 申し込む

回百.ac.jp 10，800円/年慣品} 申し込む

回百.回.jp 10，800円/年慣品} 申し込む

回百・go.jp 10，800円/年慣品} 申し込む



（６）旅費と謝金の取扱いについて 

 

 旅費と謝金については、過去の理事会の承認を経て、以下のとおり取り扱っているとこ

ろである。 

 

 ○理事や各種委員等が会議等に参加する際の旅費 

  本島内については一律 2,000 円。県外や離島等に係る旅費については、実費とする。 

 

 ○研修会、講演会等における講師等謝金 

  一律 10,000 円 

 

 旅費や謝金について実態と合わない部分が出てきていることから、今後以下のとおり取

り扱いたいと考えているので、審議願いたい。 

 

（事務局案） 

 ○理事や各種委員等が会議等に参加する際の旅費 

  原則として、「沖縄県職員の旅費に関する条例」に準じた取扱いとする。ただし、自家

用車を使用する場合には、往復 50km 未満の場合は 2,000 円とし、往復 50km 以上の場合

は 4,000 円とする。 

 
 ○研修会、講演会等における講師等謝金 

  １日につき、４時間以内の場合は 10,000 円、４時間を超える場合は 20,000 円とする。

（なお、審査会の委員においても同様の取扱いとする。） 

 
 
 

以上 

 
 

資料６ 
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