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実施報告書

公益財団法人 School Aid Japan
公益財団法人 みんなの夢をかなえる会
公益財団法人 Save Earth Foundation
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森のママまつりwith ソーシャル・フォーラムin 日本橋室町
2016年10月31日 11:00～17:00

日本橋三井ホール 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1COREDO室町1 5F（エントランス4F）

森のママまつりwith ソーシャル・フォーラムin 日本橋室町実行委員会

NPO法人 チルドリン
公益財団法人 みんなの夢をかなえる会
公益財団法人 School Aid Japan
公益財団法人 Save Earth Foundation

三井不動産株式会社 / ワタミ株式会社

外務省、経済産業省、環境省、林野庁、中央区、小田原市
在バングラデシュ日本国大使館、在日本カンボジア王国大使館
公益財団法人 母子衛生研究会

NPO法人 日本橋フレンド
NPO法人 子育てパレット
NPO法人 はなはな*みかん
NPO法人 自由ヶ丘ママの会
NPO法人 音育プレママパーティ
ママ支援サークルHimemama
一般社団法人 日本シングルマザー支援協会
一般社団法人 日本ベビーサイン協会
一般社団法人 日本おひるねアート協会他

ステージイベント ：９コンテンツ、10ステージ

ブース出展 ：ママブース ２４ブース
企業ブース １４ブース

無料（事前登録者及び当日参加者）

約2,500名
＜内訳＞
出展者数 約 250名
来場者数 約2,250名（うち事前登録者数 約450名）

タイトル

後援

協賛

協力

参加費

参加者実績

実施日時

実施会場

主催

開催概要

実施内容

共催

■ 全体概要
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■ スケジュール

当日スケジュール

全体 ステージ 特設スペース 出展ブース

10:00

10:30

11:00

30

12:00

30

13:00

30

14:00

30

15:00

30

16:00

30

17:00

30

18:00

30

19:00

11:00～17:00

森のママまつり
本番

11:00～17:00

・木のｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ
・木の遊具ひろば

11:30～ﾍﾞﾋﾞｰｻｲﾝ

14:00～体内記憶

12:55～音育ﾗﾝﾄﾞ／ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ＆
木の打楽器

15 :00～
ソーシャル・フォーラム

16 :00～
お江戸ハロウィンパーティ

11:00～オープニング
フラダンスパフォーマンス①

12:00～フラダンス
パフォーマンス②

12 :20～チルドリンアカデミー

13:15～緩和ケアのお話&ちい
さなﾊｰﾌﾟｹﾙﾄ 森の音楽会

13:40～ 愛のうた

11:00～17:00

ブース展開
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開演前～開演

■ 当日の状況

会場には法人・ママ団体合わせて38のブースが出展するとあって、11時の開演を前
に、入口には事前登録者を中心に200名以上の方が行列をつくりました。メインス
テージでのオープニングでは、主催者のＮＰＯ法人チルドリン蒲生理事長と、SAJ・みん
なの夢をかなえる会・SEFの３公益法人渡邉代表理事の挨拶で幕を開けました。
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ブースの様子

■ 当日の状況

会場を囲うように法人ブースが並び、フロア中央をママブースが鮮やかに彩りました。
各ブースとも趣向を凝らし、常に多くの人が行きかうにぎやかな空間となっていました。
また、出展者もほかのブースを興味深そうに見学し、挨拶や名刺交換など、交流を深
めている姿も見受けられました。
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法人ブース

■ 当日の状況

法人ブースには、日頃からSAJ・みんなの夢をかなえる会・SEFの３公益法人やＮＰＯ
法人チルドリンを支援して下さっている企業の皆様が出展。環境や社会に対する取組
や、ママさんや子どもたちにやさしい商品などが紹介され、各ブースとも大いに賑わい
を見せていました。
【出展企業（ブースNo順） 】
LLP グループ「木と土の家」、株式会社グッドウイン、ワタミ株式会社、有限会社ワタミファーム、ワタ
ミファーム＆エナジー株式会社、イオンクレジットサービス株式会社、サントリー酒類株式会社、三菱
電機株式会社、株式会社サイコー！、株式会社ユーズ、アサヒビール株式会社
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公益財団法人 School Aid Japan （ＳＡＪ） ブース

■ 当日の状況

ＳＡＪの７事業活動紹介、ＳＡＪ Farmの皆さんと有機レモングラス消臭剤の販売、カ
ンボジアの子ども達へのメッセージのお願い、ＳＡＪサークルの皆さんによるカンボジア
へＰＣをおくろう！活動紹介などをしました。ブースにはメッセージを記入するための長
い行列ができていました。若いママたちもＳＡＪの活動に関心を寄せて、お子さんを
抱っこしながら、メッセージを書いて下さいました。

有機レモングラス消臭剤の販売ＳＡＪ７事業の活動を紹介

カンボジアの子ども達へメッセージをお願いします！

ボードにこんなにたくさんのメッセージをいただきましたメッセージを書く行列がブース外まで・・・

皆さん、真剣にメッセージを記入してくださいました
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ＳＡＪブース

■ 当日の状況

支援者様からいただいたバックを景品に・・・

カンボジアの留学生スレイノーイもお手伝い！

大人気のＳＡＪブースに嬉しい悲鳴のスタッフ！

スレイノーイとＳＡＪサークルの皆さん

どんなメッセージをもらったかな・・・

ブース来場者 約120名
メッセージを書いてくれた方 約100名
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公益財団法人みんなの夢をかなえる会 （みんなの夢） ブース

■ 当日の状況

みんなの夢をかなえる会の活動「みんなの夢ＡＷＡＲＤ」「未来の名刺教
室」の紹介を行いました。ブースにおいては、ママさん向けに「未来の名
刺教室」を行い、夢をより具体的に描いていただきました。また、若者に
は夢の宣言もしていただきました。

偶然、未来の名刺パンフレットに載っている
女性がこのイベントに参加されていました。

当時の夢「子供たちの前で音楽をしたい」が
今日叶ったとのこと。嬉しいニュースです！！

ブースはこのように対面式に

即席で夢の相談コーナーに 来年は何をしてないといけないのかな～？

開始早々、ママさんたちがご来場



9

みんなの夢ブース

■ 当日の状況

サポーター企業内定者も参加くださいました熱心に説明をするスタッフ

私は５年後こうなります!!

おいしいメニュー作るぞー社会人になってその先はどうする？

ブース来場者 約５０名
夢の宣言者 １５名
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公益財団法人 Save Earth Foundation （ＳＥＦ） ブース

■ 当日の状況

ＳＥＦブースでは森林再生事業にフォーカスし、千葉県山武市の保全活動で出た間伐
材を使った「木のスプーンづくり」ワークショップを開催したほか、環境教育でパートナー
シップを組む㈱Biotop Guildによる「森の生き物と木工クラフト」の展示・紹介を行いま
した。生きたヤゴやゲンゴロウを前に、子供たちの目がキラキラ輝いていました。

森林再生事業のご紹介を中心に行いました クラフト専門家による手づくりスプーンの見本づくり

開場まもなく、ワークショップ参加希望者が来場 ワークショップブースはすぐに満席に！

専門家のレクチャーを受けながら削ります 手を切らないように、慎重に進めています
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ＳＥＦブース

■ 当日の状況

元気に動く森の生きものたちに興味津々 Ｂｉｏｔｏｐ Ｇｕｉｌｄのスタッフが分かりやすく説明

ヤゴを指さし「これなあに？」 みんな、私たちが保全活動を行う森に棲んでいます

ワークショップも展示も大盛況の1日でした

ブース来場者 約８０名
ワークショップ参加者 ３７名
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特設スペース

■ 当日の状況

メインステージと出展ブースの中央には、特設スペースとして神奈川県小田原市の協
力により「木のお城ジャングルジム」が出現。また、木のマットを一面に敷き詰めたフロ
アには積み木が山のように積まれ、積んだり崩したりかじったりと、子どもたちは木の
虜になっていました。
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■ 当日の状況

●メインステージプログラム

TIME LAP タイトル 種別 出演者

11:00～11:20 20’
オープニング

・NPO法人チルドリン代表 蒲生美智代さん
・3公益法人代表理事 渡邊 美樹 さん

フラダンスパフォーマンス パフォー
マンス

マルラニ・フラスタジオ（5-6人）

11:30～12:00 30’
全国に拡がるﾍﾞﾋﾞｰｻｲﾝﾈｯﾄﾜｰｸの代表講演！

日本ﾍﾞﾋﾞｰｻｲﾝ協会『この育児法がすべてのスタート』
講演

一般社団法人日本ベビーサイン協会
代表理事 吉中みちるさん

12:00～12:15 15’ フラダンスパフォーマンス パフォー
マンス

マルラニ・フラスタジオ（5-6人）

12:20～12:45 25’

いよいよ、『チルドリンカフェ本部＠日本橋室町』オープン

チルドリン・アカデミー開講！！！
『ママコミュニティ学』とは？

教育の重要性と大切さをワタミグループ創業者
渡邊美樹さんからアドバイス

トークショー

・NPO法人チルドリン代表 蒲生美智代さん
・一般社団法人日本シングルマザー支援協会
江成道子 さん
・あな吉手帳術考案者 浅倉ゆき さん
・ワタミグループ創業者 渡邊 美樹 さん

12:55～13:15 20’
音楽のあるママたちの暮らしへーママのボサノバー

音育ランド／トランペット＆木の打楽器
演奏

NPO法人音育プレママパーティ代表理事 山口
りえさん／ギター 福嶋次郎さん

13:15～13:35 20’
アイリッシュハーブによる音楽の緩和ケアのお話

&ちいさなハープケルト 森の音楽会
朗読
演奏

エル・ソレイユ主宰
梶伸子 さん

13:40～14:00 20’ 愛のうた（歌と映像） 歌など 山本 晴美 さん

14:00～14:30 30’
すべてのママと子どもたちにー
「胎内記憶からみた子育てー」

講演 池川クリニック院長 池川 明先生

15:00～16:00 60’
３公益財団法人の活動報告会
ソーシャル・フォーラム２０１６

フォーラム

・四家秀治さん（司会進行）
・3公益法人代表理事 渡邊 美樹 さん
・チルドリン 蒲生代表
・石井工業 石井社長
・東京油田染谷さん
・ナウ・スレイノーイさん、通訳者

16:00～17:00 60’

ママたちの夢を叶える大交流会♪
「お江戸ハロウィンパーティ！」
たーくさんのママ名刺をもってきてね！

みんなで、つながろうー
出展団体も含めて会場全体で、大名刺交換をやるよー。

交流会



14

メインステージ

■ 当日の状況

ステージではオープニングの後、フラダンスや楽器演奏、歌などのパフォーマンスが華
やかに繰り広げられたほか、主催団体の理事長が参加してのトークショーや、胎内記
憶の専門家を招いた講演会など、多彩な催しが展開されました。
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ソーシャル・フォーラム 2016

■ 当日の状況

15時に開演した「ソーシャル・フォーラム 2016」。 SAJ・みんなの夢をかなえる会・SEF
の３公益法人紹介ＶＴＲ、ＭＣ四家さんと渡邉理事長による活動紹介で幕を開けまし
た。ＳＥＦの報告では、森林再生事業にフォーカスし、千葉県山武市での森林体験ツ
アーの様子を、参加したチルドリン蒲生理事長と、山武市で材木店を営む石井社長に
ご紹介頂きました。
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ソーシャル・フォーラム 2016

■ 当日の状況

みんなの夢からは、これまでの「みんなの夢AWARD」ファイナリストたちのその後の活
躍、夢を追い続ける姿がＶＴＲで紹介された後、2016年2月の「みんなの夢AWARD6」
でファイナリストに選ばれた東京油田の染谷さんが登壇。使用済天ぷら油を回収し、
バイオ燃料に再資源化するプロジェクトについて、大きな夢を語ってくれました。
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ソーシャル・フォーラム 2016

■ 当日の状況

そして最後に、今年で活動開始から16年を迎えたＳＡＪの活動報告が、これまでの活
動を振り返るVTRからスタートしました。そして、カンボジアの孤児院出身で最初の大
学進学者のナウ・スレイノーイさんが登場。渡邉代表理事が隣で温かく見守る中、勉
強中の日本語で支援者への感謝を精一杯伝えてくれました。



公益財団法人 School Aid Japan
公益財団法人 みんなの夢をかなえる会
公益財団法人 Save Earth Foundation

皆様のご来場
誠にありがとうございました

これからも、子どもたちの未来のため
引き続き温かいご支援を

どうぞよろしくお願い申し上げます


