
実施
報告書

代々木公園

国際交流棟

ステージ

消火器ストラックアウト
代々木公園サービスセンター

親子ポニー乗馬／
ポニーとのふれあい
公益財団法人ハーモニィセンター

小動物とのふれあい
公益財団法人ハーモニィセンター

親子で体験・
夢ヒコーキを大空へ飛ばそう

成田航空少年団

絵本ヨガ
絵本ヨガ事務局

ボノロンえほんおはなし会
株式会社セブン銀行

ファミリーコンサート
ミツル＆りょうた

チアダンス
キッズチアチーム

代々木ＧＬＩＴＴＥＲＳ

キッズダンス
NPO法人青少年国際芸能学院

CAMP KIDS

キッズによる歌と
ダンスのステージ
子どものための健康・

体力つくり教室 キッズダンス

生山ヒジキの
なわとびパフォーマンス

Rope Performance Team 
なわとび小助

スキップダンスＬＩＶＥ
SKIP DANCE SPACE

マキシーズオンステージ
マキシーズキッズチア

第８回春のキッズフェスタは、公益財団法人上廣倫理財団の助成により実施しました。

体操＆うたのお兄さんユニットの

ミツル＆りょうたさんが

「体験の風をおこそう」運動応援団に任命されました！

ポプラ社のたのしいおはなし会
NEW超大型絵本がやってくる
「おまえうまそうだな」を開催！

公益財団法人学校給食研究改善協会 ／ 株式会社ミライＬＡＢＯ ／ Plant For The Planet ／ 公益社団法人日本和紙絵画芸術協会 ／ 株式会社 CA Tech Kids  

キッチンの科学プロジェクト ／ ソニー企業株式会社 ／ おとあそび・おんたま ／ NPO法人全国ラジオ体操連盟 ／ 絵本・日本プロジェクト

Rope Performance Team なわとび小助 ／ オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 ／ 学生団体おりがみ ／ NPO法人 青少年国際芸能学院 CAMP KIDS

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会 ／ 株式会社ポプラ社 ／ 絵本ヨガ事務局 ／ 株式会社セブン銀行 ／ 公益社団法人日本一輪車協会 ／ ＮＰＯ法人 響

アウトドアチャレンジ協議会 ／ 一般社団法人ガールスカウト東京都連盟 ／ 成田航空少年団 ／ キッズチアチーム 代々木GLITTERS 

子どものため健康・体力つくり教室 キッズダンス ／ SKIP DANCE SPACE ／ マキシーズキッズチア ／ ほめ写プロジェクト

会　場　　国立オリンピック記念青少年総合センター、代々木公園　　　　　　参加者　　３，６３３名（子どもとその保護者）

主　催　　体験の風をおこそう運動推進委員会　　　　　　　　　　　　　　　共　催　　公益財団法人東京都公園協会　代々木公園サービスセンター

企　画　　「第８回春のキッズフェスタ」実行委員会

　　　　　 国立青少年教育振興機構 ／ 公益社団法人ガールスカウト日本連盟 ／ 一般財団法人社会通信教育協会 ／ 公益社団法人全国学校栄養士協議会

　　　　　 一般財団法人日本ユースホステル協会 ／ 公益財団法人日本レクリエーション協会 ／ 公益財団法人ハーモニィセンター

　　　　　 公益財団法人ボーイスカウト日本連盟 ／ 公益財団法人上廣倫理財団協力団体

ＴＯＰＩＣＳ！ ＴＯＰＩＣＳ！

体験の風をおこそう運動推進委員会　事務局
（国立青少年教育振興機構　教育事業部　事業課）
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1
TEL 03-6407-7718,7717
ホームページ　http:///www.niye.go.jp

お問い合わせ



親子で協力！
「ラダーゲッター」

公益財団法人
日本レクリエーション協会

大人はスゴイ！
「釣りっこ」コーナー

公益財団法人
日本レクリエーション協会

大人にチャレンジ！
「マンカラ」

公益財団法人
日本レクリエーション協会

　めざせ！
金メダルの朝ごはん

全国学校栄養士協議会・
公益財団法人学校給食研究改善協会

スライムワールド
Plant For The Planet

世界で一つの
万華鏡をつくろう！！

株式会社ミライＬＡＢＯ

ふわふわ（エア遊具）
国立青少年教育振興機構

ラジオ体操教室
～夏休みに備えてラジオ体操をおぼえよう～

ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟

中央広場

センター棟
プログラミング教室

株式会社CA Tech Kids

親子でチャレンジ
うちわ作り
公益社団法人

日本和紙絵画芸術協会

スタンプラリー
国立青少年教育振興機構

協賛：ほめ写プロジェクト 他

大迫力！３Ｄ映像で
体験する美ら海の世界

ソニー企業株式会社

えほんおはなし会
絵本・日本プロジェクト

お絵かきホットケーキづくり
キッチンの科学プロジェクト

おとあそび・おんたまの
体験型リトミックコンサート

おとあそび・おんたま

スポーツ棟
生山ヒジキの
なわとび教室
Rope Performance Team 

なわとび小助

キッズダンス教室
NPO法人青少年国際芸能学院

CAMP KIDS

ブラインドサッカー体験
オリンピック・パラリンピック等

経済界協議会

大学生とボッチャ！！
学生団体おりがみ

カルチャー棟
NEW超大型絵本がやってくる !!

「おまえうまそうだな」
株式会社ポプラ社

子ども折り紙教室
一般財団法人社会通信教育協会

子ども切り絵教室
一般財団法人社会通信教育協会

風船ロケットづくり教室
一般財団法人社会通信教育協会

早寝早起き朝ごはんＰＲ
早寝早起き朝ごはん全国協議会

遊びの広場
国立青少年教育振興機構

野外活動広場
ガールスカウトの

テントに寝てみよう！
一般社団法人

ガールスカウト東京都連盟

親子一輪車教室
公益社団法人日本一輪車協会

ガールスカウトのシッタポン
（紙ざぶとん）を作ろう！

公益社団法人
ガールスカウト日本連盟

自然 de カモフラージュ
アウトドアチャレンジ協議会

松ぼっくり deつり
アウトドアチャレンジ協議会

丸太切りにチャレンジ
アウトドアチャレンジ協議会

植樹用どんぐり苗の
里親になろう！
～未来のいのちを豊かに～

ＮＰＯ法人　響

火おこしにチャレンジ！
～その火でマシュマロを焼いて食べよう～

公益財団法人
ボーイスカウト日本連盟

金魚すくい
国立青少年教育振興機構
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