
※内容は予告なく変更する場合がございます　※飲食ブースはございません

メルパルク京都５階

平成30年

アクセス▶ JR京都駅（烏丸中央口）から東へ約１分
＊車をご利用の場合は、近隣のコインパーキングを利用ください。

お子さんの「キラリ」を見つけて伸ばすヒント、
探しませんか？

学び・音楽・スポーツ…
いろんな体験を楽しもう！！
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メルパルク京都

Facebookでも
情報発信中！

フェスタの
詳細は http://www.facebook.com/couleurkyoto

主催 ： 子どものキラリ発見フェスタ実行委員会（クルールきょうと編集室・NPO法人京都教育文化研究所）　後援 ： 京都府・京都府教育委員会・京都市教育委員会
お問い合わせ ： クルールきょうと編集室 couleur@nisshosha.co.jp 075-211-3505（月～金10:00～17:00）

クルールきょうと 検索　Facebook

入場

無料

10:00-
15:00

メルパルク京都  京都府京都市下京区東洞院通
七条下ル東塩小路町676番13

http://www.kosodate-kyoto.jp/
クルールきょうと 検索　W E B

2.25 日

第2回

デジタルアートを体験！

【アキラボーイプロフィール】日本で唯一のアニメ漫才
師であり、日本で初めてプロジェクターの映像との融合
芸を発案したデジタル芸のパイオニア。アーティストとし
てお笑い番組や情報系の番組で特集されるなどテレ
ビで活躍する一方、イベントステージも数多くこなす。ア
ジアデジタルアート大賞2012大賞受賞、経済産業大
臣賞受賞、デジタル芸人グランプリ優勝。

ママのSax＆Percussionチームが子どもた
ちの大好きな曲を演奏するよ。歌ったり踊った
り、手遊びしたり、思いっきり楽しもう♪

ママと一緒に子どもたちがフラ
ダンスを披露します♪

逆上がりができるよ
うになりたいちびっ
こ大集合！プロが逆
上がりのコツを教え
てくれるよ！

アキラ
ボーイ
さん

スポーツしたり、ゲームの世界に入ったり… 
アキラボーイとタヌキチくんと一緒に、
最新のデジタル技術を体感しよう！

アキラボーイとタヌキチくんの
10:10-11:10

逆上がりにチャレンジ！
子ども体操教室

11:20-12：00

歌って踊ろう！音楽ステージ
14：00-14：30

おやこフラダンス
12：20-12：40

プラレールコーナー

協賛：プラッパーズ  
©TOMY「プラレール」は
株式会社タカラトミーの登録商標です。

協賛：ファイブＭ

デジタルショー

ママブース・ワークシ
ョップコーナー

ドライアイスの上で
シャボン玉をとばしたり、
まほうの色水の中にいれると
いったい何がおこるかな？　
手品みたいなふしぎな力を
体験してみよう！！

【対象】年中～小学２年

出演：mamahula School mahana

歌のお姉さん・かずよお姉さんによる
「歌う絵本」の時間をお届けします。「は
らぺこあおむし」などみんなの好きな絵
本が登場！素敵なメロディに乗って絵本
の世界を楽しみましょう♫

見ごたえのある大きなレイ
アウトを列車がいっぱいか
けまわるよ。楽しいゲーム
コーナー（有料）で素敵な
商品をゲットしよう。

パズルブロックLaＱ
（ラキュー）を使っ
て、いろんな形を
作って遊ぼう！

歌う絵本
13：30-13：50

出演：KAPPA-ZA☆KYOTO　小原かずよ（かずよお姉さん）

出演：black sax

わくわくサイエンス教室

ドライアイスで
いろいろマジック？！

12：50-13：20

協賛：TAM

協力：
ジェイアール京都伊勢丹

知育玩具体験



子どもの を伸ばすキラリ
子どもとママの を応援！！キラリ

出 展 協 賛 社 ブ ー ス

マ マ ブ ー ス ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ

ケンパやゴムとびなど体を動かしたり、パズルや数字・言葉と
触れたり… いろんな知育体験を通じて、お子さんのもっとやり
たい、またチャレンジしたいという意欲を引き出す講座です。

たのしく あそびながら まなぶ講座
【対象】年少・年中10:10-10:501

立命館小学校の英語と読書の授業の雰囲気が体験できます。
英語に慣れてなくても大丈夫！楽しみながら学べる講座です。

チャレンジ！
立命館小学校の授業体験講座

【対象】年中・年長11:00-11:302

私達の周りに当たり前のようにある空気！ 空気砲を使っ
た遊びにみんなで挑戦してみよう。

空気砲であそぼう !! 講座
【対象】年中11:40-12:103

軽い？重い？どうやったら早くなるのかな？手作り車で
レースをします。工夫して作ってみよう！

手作り車でレースをしよう !! 講座
【対象】年長12:20-12:504

英語の歌を歌ったり、色探しゲームをしたり…。１００％英
語の講座です。初めてでも大丈夫！！ネイティブの先生と
楽しく英語に触れ合おう！

今日からグローバル人！　
ネイティブと英語で遊ぶ講座

【対象】年中～小学校2年13:00-13:305

じゃんけんと数字の数理ゲームと、ちょっと変わった形の
「アイキューブ」。みんなで楽しく算数脳を鍛えよう！　

君もパズル名人！　
数理ゲーム＆アイキューブ体験講座

【対象】年長～小学校2年13:40-14:106

ネコってどうして高い所から落ちても大丈夫なの？　い
ろんなパターンのネコを紙で作って、うまく着地できるも
のを発見しよう！！

ものの落ち方講座 ～着地ねこの研究～
【対象】年長～小学校2年14:20-14:507

Facebookでも
情報発信中！http://www.facebook.com/couleurkyoto

クルールきょうと 検索　Facebookフェスタの詳細は
http://www.kosodate-kyoto.jp/

クルールきょうと 検索　W E B

ママもキラリ

体 験 講 座
協賛：TAM

無

料

ママ’ｓカレッジでおなじみ「成功するための家づくり講座」を担当しているALL。い
つか家を建てたい！リフォーム・リノベーションしたい！と検討している方のご相談を
承ります。キッズコーナーもあるので気軽にご相談を♪

★ アーキテクチャーリンクライフ（ＡＬＬ）

英語で行う授業を体験しませんか！？京都インターナショナルスクールは京都市
で唯一の国際バカロレア認定校であり、在校生（２歳～）の７０％が多国籍です。
教材や写真を使って、授業の雰囲気を味わってください。

★ 京都インターナショナルスクール

今大人気のロボット製作！お子さんたちは、ロボットを作る過程で多彩な学習の
基礎力や段取り力・空間認識力などを身に付け、集中力と論理的な思考力を育ん
でいきます。ぜひ、一度今回のロボット教室でその楽しさをご体験ください。

★ アルゴのロボット教室

写真館を気軽に体験してみませんか？ おしゃれなフォトブースで無料撮影体験ができます！
★ おしゃれな写真館  スタジオレンブラント

60年以上の歴史と500万人以上の卒業生を送り出してきたヤマハ音楽教室。
JEUGIAでは京滋大阪に60会場展開。お近くの会場の無料体験レッスンをご紹
介いたします。プレゼントもらえるよ。

★ JEUGIA ヤマハ音楽教室

ディズニーグッズがもれなく当たる抽選会を開催♪アンケートにご記入いただく
と「ディズニーの英語システム」の英語の歌のＣＤ、絵本、ＤＶＤが入った楽しい
無料サンプルをプレゼント！

★ ワールド・ファミリー

オリジナルキャラクターの着ぐるみが登場！アンケートご回答者にドレッシングや
ジュース（予定）などのコープ人気商品をプレゼント！

★ 京都生活協同組合

厳選した国産の安心・安全な食品を提供しているコープ自然派。ブースでは人気
のトマトすくいが登場！当日加入で自然派Style調味料３本セットをプレゼント！

★ コープ自然派京都

ママに無料でお肌チェックをしてサンプルをプレゼント♪シーボンに興味のある方に
は、トライアルプラン（1,500円）のご案内もあります。是非ブースにお越しください！

★ Ｃ’ＢＯＮ（シーボン）

0~3歳対象のプチレッスンを無料で随時開催！発達を促す手遊び、アクティビ
ティなど、意味や効果の解説を聞きながら親子で楽しく体験できます♪3～8歳対
象の知能向上に効果的な教材体験もできますよ♪

★ TOEベビーパーク

予約受付中来場者アンケートに
回答いただくと

（協賛：京都生活協同組合）

抽選で無洗米５キロ
プレゼント！

授乳室あり

子育て世代を応援！！これから気になる教育資金の準備。いつ頃、いくら必要な
の？どうやって貯めれば良い？こんな悩みにライフプランニングを通じてご家庭
にあった学資保険等の賢い活用方法をご案内致します。　

★ ソニー生命

SL15-1680-0078
※順不同

●先着順・定員になり
次第締め切り●お子さ
ん1人につき2講座限定
●満席の場合、各講座
開始時間の５分前に
キャンセル待ちの受付を
開始します。

先着・予約優先

クルールきょうと 検索　

体験講座の予約はこちらから

◀デコパージュ
キーホルダーワークショップ 
１個 ５００円

※写真はイメージです　※内容は予告なく変更する場合があります

▲スクラップブッキング
ワークショップ １個 ５００円

インテリアパネルづくり
ワークショップ １個 ５００円 ▼

ハーバリウムづくりワークショップ 
１個 1,５００円 ▼

リボンヘアアクセサリーづくり
ワークショップ 
1個 ５００円 ▼

楽しくなる子ども部屋の提案や、収納スペースを一から考えなおした新しいカタ
チのお部屋づくりの提案をさせていただきます。リフォーム・リノベーション無料
相談会も同時開催！

★ 彩葉スタイル
いろは


