あなたの地域で
ZAIMOKU マルシェを開催してみませんか！
地域での活動を共に作るイベントです。
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チルドリンの活動、ZAIMOKUマルシェ、
「森のまほう」木製品のお問合わせは
チルドリンホームページ／お問合わせフォームより

www.child-rin.com

日本の森からやって来た、吉野杉の無垢板を
床に敷き詰めた、木の香りの心地よい空間。
チルドリンアカデミー、ナチュリンマルシェなど、
子育てママに優しいイベントを開催しています。
お友達やお子さんたちと一緒に ぜひ遊びに来てね！
●レンタルスペースも受付・見学 OK!

お電話でのお問い合わせ 03-6262-3518

ママの暮らしの研究所
「子どもたちの未来のために、日本の無垢の木を
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協力：小田原木材業協同組合、
特定非営利活動法人おだわら名工舎、
ナチュラルバックヤード
本事業は林野庁補助事業、
木材産業・木造建築活性化対策
顔の見える木材での快適空間づくり
事業『Ａ材丸太を原材料とする構造材
等の普及啓発』で運営されています。

私らしく暮らしに取り入れたい。」

「どこに行けば、ちょうどよい “ 無垢の木の暮らし” にめぐりあえる？」
ママたちから集まったそんな声を、カタチにした ZAIMOKU マルシェ。
まずは、いつものママたちの地域イベントにプラスするところから、
いっしょにはじめてみませんか？

T AKE F R EE

小さく 凛と 自由に

NPO 法人チルドリン

日本の無垢の木を、私らしく暮らしに取り入れるには？

材木屋さんに教えて欲しいよね…

そうだ！ ZAIMOKUマルシェを開催しよう♪
ZAIMOK
U マル

地域の
ママ
イベント

国産材を使って、
日本の木の森を
守りたい！

子どもに無垢の
木のある環境を
少しでも┷

国産材の木は、
どこで購入したら
いいの？

ママたちの声
木には、癒しの効果があると科学的にも実証されています。私たちの活動の中
でも、木の空間で癒されるママのやさしい笑顔が子どもの心も癒し、何かに向き合
う集中力を促すように感じることがあります。子どもたちはもちろんのこと、ママや
家族みんなが健やかであることは、子どもたちにとって何にも勝る子育て環境にな
ります。さらに、
「国産材を使うことで、子どもたちに残す日本を守る」そんなママ

例えば…

+
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何 をする
の？

●アンケート 「ママたちの声を集めよう！」
●内装相談室 「子ども部屋を森にしよう！」
●プロダクトサンプル “ 森のまほう” の開発
●その他

チルドリン『ママの暮らしの研究所』が、
“ 国産材 ” をテーマにしたマルシェをはじめました。

地域材を活かしたプレゼンテーション

ママたちが
欲しいと思う
アイテムは？

どのくらいの
価 格なら
取り入れられる？

地域の材木屋さんや工務店、
木のクラフト工房などが、ママたちと一緒に
地域の未来と国産材のある暮らしを考えます。
イベントに、無垢の木に触れるブースを加えてみませんか？
あなたの地域の特徴を生かした、それぞれの
ZAIMOKU マルシェを開催しましょう！

の姿勢は、子どもたちにとって大切な礎になるのではないでしょうか。

●森のママまつり in ビックサイトで

シェ っ
て

どこに売り場や
相談所があると
良い？

材木屋・工務店
ママが材木屋さんたちに、木と子育て環境のことで「実は…」と気軽に話しかけ
ることができる。ZAIMOKUマルシェはそんな場です。木をあつかうプロたちは
今、ママたちに無垢の木のよさを伝えたいと想っています。そのために、みんなが
欲しい家具をつくったり、小さなリフォームからでも相談にのってくれようとしてい
ます。ひとつひとつの家庭の、無垢の木のある暮らしに寄り添う準備は完了！ 国
産材を真ん中に置いて、集まりましょう♪

●森のママまつり in ラゾーナ川崎で

●森のママまつり in HaRuNe 小田原で
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ZAIMOKU マルシェで探す、ママたちが欲しいと思う無垢の木のもの。
たとえば

森のじゅうたん
お部屋の一部分に敷く、
無垢の木の床はいかがでしょう。欲しい広さを
オーダーできるので、子どもの小さなスペースづくりにも、もちろんお部
屋いっぱいに敷き詰めても。使わない時やお引越しの時には小さく収納
できます。今までの活動の中でのアンケートで、もっとも
「木の良さをを感
じるのは？」の問いに「床」
という結果がでています。また、
コメントとして
も多くみられるのは「壁」
となり、チルドリンでは、木に囲まれた空間こそ、

日本の森と、日々の暮らしを豊かにする、
ママの「あったらいいな」の声を “ 森のまほう” でカタチに♪
日本の森の無垢の木（Ａ材丸太）を
ママ目線で活かしたプロダクトサンプルを開発し、
ＺＡＩＭＯＫＵマルシェで材木屋さんとママをつなぎます。

木の本来の良さを知れると、
ママたちは体感していると考察しました。

たとえば

森のテーブル

無垢の木の良さを暮らしに取り入れ、毎日感じることに欠かせないの
が、やはりテーブルです。暮らしの中で、もっとも大切な食事に、大好きな
家族と余暇を過ごすときにも必ず必要なもののひとつです。それを無垢

日本の A 材丸太を使おう！
私たちが日頃より言葉にする「無垢の木」
とは、原木からA 材丸太（通称）
の部分を木取りした製材品のことです。日本の木材の利用を本格的に推進
するため、この A 材丸太（製材）の需要を創出・開拓することが、今課題と
なっています。
＜木材の品質クラス分類→主な用途＞
A 材→製材（住宅の柱や梁、家具、建具などに使用）
B 材→集成材や合板
C 材→チップや木質ボード

材にすることは、ママたちからも圧倒的な指示がありました。ライフスタ
イルによって、サイズやデザインがオリジナルで準備できることで魅力が
ぐっとアップします！

たとえば

森の小さな椅子

例えば家庭料理のように、椅子も家族のために用意してみませんか？
私たちの活動の拠点、チルドリンカフェ本部＠日本橋室町では、国産の
杉板の座面にリノベーションしたスツールを設置しています。元の合板
のものと並べておくと、無垢の方に座るママやお子さんを見かけます。

ほう
の森のま
ら
か
れ
こ
チルドリンはこれからも、木のある豊かな暮らしを望むママたちの「あったらいいな」の声を集めてカタチにしていきた
いと思います。子育て中はそんなに高品質を望んでいる訳でもなく、でも「よいもの」を選択したい。オーダーメイドなど
の贅沢品や、あるものを暮らしに当て込むのではなく、昔にもどり、暮らしにあった価格や品質がよい。そんなママの「ちょ
うどよいところ」を一緒に探します。そして、ママたちの母性あふれる新たなマーケットの創出につなぎたいと思います。
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日本の森から暮らしの中へ! ママの声は国産材を運びます。
2018 年開催

ZAIMOKU マルシェ・アンケート実施結果

森のママまつり 10/9

国産材の活用は、日本の森を守ることにつながり、そして、無垢の木のある暮らしはいつもの暮ら
しを豊かにすることも実証されています。新建材が台頭するなかで、無垢の木を取入れる暮らしは新
しいマーケットの創造ともいえます。
そこで今回、３回にわたりさまざまな地域のママたちに、無垢の木に対する考えを聞きました。そ
の結果内容に驚きもあり、納得もありました。商品に対する感覚は『全国一律』であり、無垢の木に
対する感性は『地域性』ということです。そのため、このマーケットが成熟していくためには、全国
で統一したブランドと、地域ごとにカスタマイズできる細やかな取組みが必要だと感じました。この
ZAIMOKUマルシェが、日本の無垢の木の活用の一助になるようにと願います。
チルドリン代表

森のママまつり 9/29 Sat.
in

東京ビックサイト

「 都会の暮らしと無垢の木」
周囲をタワーマンションに囲まれた東京ビッ
クサイトだけあって、多くのタワーマンション
ママの声を集めることができました。無垢の
木のめずらしさと、最近購入したマンションの
子ども部屋を森にしたい！という若いママたち
の声が集まりました。
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蒲生美智代

国産材♪

Tue.

in ラゾーナ川崎

「 コミュニティ形成と
無垢の木のある暮らし」
集まる場所が、こんな無垢の木の空間であれ
ば嬉しい」という声があがりました。新旧住居
者同士が集える木質空間だと、とてもコミュニ
ティ形成に良いと捉えていることが新発見で
した。また、商品の金額感が安いだけではなく
「妥当」であることが重要だと捉えていること
が成熟した都市の印象を受けました。

森のママまつり 11/23 Fri.

in HaRuNe小田原
「 森のじゅうたんと小田原」
小田原に地域Ａ材丸太（樹種：さわら）で試作
した【森のじゅうたん】は、参加者の目を多くひ
きました。特に、観光客が集うイベントだったせ
いか、そのロケーションも手伝って、都会からの
参加者からの積極的な質問が多く、すぐにでも
自宅の部屋に導入したいという声もあがった。
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