
子育てママを応援する、今年で活動10周年を迎えるNPO法人チ
ルドリンが、暮らしをもっと心地よく、意味あるものにしたいママに向
けて、東京の日本橋室町でさまざまなスクールを開校しています。

チルドリンアカデミーとは？
NPO法人チルドリンが開催する「ママまつり」とタイアップして、
「ママ with ラゾーナ広場 出張！チルドリンアカデミー」を開催します。
「たのしく学ぼ！」を合言葉に、チルドリンが親子の成長の芽を伸ばす
イベントをコーディネート。学校やご家庭とは違った、あたらしい体験を
お届けします。

ママwithラゾーナ広場
土6/26/26/2
日・3・3・3

ママwithラゾーナ広場 出展ブース

出張！チルドリンアカデミー

2F ルーファ広場場所 11：00～17：00時間
※雨天時はワークショップごとに開催場所が異なります。

 楽しさ満点の2日間！ 他の出展ブースやショップイベント情報は裏面をチェック！

土6/2

日6/3

水晶でできた楽器「クリスタルボウル」のその振動と共振の不
思議な感覚を味わって、音階の美しさを感じてもらいます。はじ
めは演奏を聴き、その後、子どもたちが順番に奏でてみます。

奏でてみよう！
クリスタルボウル

リトミカルユニット
『パッピー』と
音あそび♪

出演 海蘭
定員 親子10組様

出演 海蘭
定員 親子10組様

定員 20名様

定員 20名様 定員 親子10組様

定員 20名様

定員 約20名様

パッピーとこどもマーケターで開発したオリジ
ナル手あらいあそび「手あらいハッピー♪」な
ど、歌やピアノに合わせてたくさん体を動かす
“音あそび”の時間です！パッピーと一緒に、あ
そびながらホンモノの音楽を楽しみましょう♪

クイズで知ろう！
親子ふれあい
マッサージ

親子のふれあいマッサージの効果や方法を、説明
と実践を交えた◯×クイズ形式で楽しく学べます。

粉も出ず、刺激臭もないお子様にも安心な『キットパス』を
使った「手形＆お絵かきはじめのキット」のワークショップ。
手形をとったり、お絵かきを通した色のチカラで子どもた
ちの『ココロとカラダの元気』に寄り添います。

ステージイベント
親 子 で楽しく学 んで遊 ぼう！

２F ルーファ広場 
グランドステージ

参加無料！

※各回とも当日10時から整理券を配布いたします。

ベビーのお絵かきはじめ♪
手形をとろう＆
お絵かきはじめ

『森のパレット』（ビーズ、スパンコール、いろがみなど）
で木のおうちをデコレーションして、わたしの「森のおう
ち」を工作します。 工作をとおして、まず、森にふれ、森
とつながる一歩目を親子で体験できます。

未来の自然をはぐくむ
フォレストカフェ
「森のおうち工作」

6/2（土）同内容
6/2（土）同内容

ベビーのお絵かきはじめ♪
手形をとろう＆
お絵かきはじめ

奏でてみよう！
クリスタルボウル

14：00～
（約30分）

14：00～
（約30分）

15：00～
（約30分）

15：00～
（約30分）

16：00～
（約30分）

11：30～
（約30分）

11：30～
（約30分）

４人の子育て賢者のユニット活動紹介
i-comiプロジェクト「４人の子育て賢者のお話会」

子育てママに人気の七田式教育の七田厚先生、体内記憶
の池川明先生、現役中学校校長の中野敏治先生、瞑想家
の上田サトシ先生による活動紹介

雨天時出展場所 ： 2F ロクシタン前

無料

チルドリンあそびの森（一般社団法人エースあそびの学校）

跳び箱、マット、鉄棒、木を使った遊び場で、
楽しく遊びながら運動能力を高めます。
費 用 ３００円（税込）

運動あそびワークショップ

雨天時出展場所 ： 5F LaZOON Terrace

似顔絵を色紙にカラーで席描き。 ※15分程度

似顔絵
似顔絵制作”愛宇絵を”（あいうえを）

費 用 子供1名様 500円（税込）
大人1名様1000円（税込）

雨天時出展場所 ： 2F JILL by JILLSTUART前
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親子で楽しむプログラムが盛りだくさん！



※出店店舗・掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。※画像・イラストはイメージです。

手作り雑貨や親子で楽しむワークショップなど
笑顔がつながる出展ブースが大集合!

土6/26/26/2
日・3・3・3

つくって・あそんでワクワクしよう！ 親子で楽しい思い出づくり！

総合案内  ママの暮らしの情報コーナー
チルドリン本部

雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場入口左側

会場案内とラゾーナに集まるママたちにとって役立つ
情報を集めた総合案内所。

ハンドウォッシュカフェ
「防災と手指消毒普及啓発手あらいあそび体験」

レジリエンスカフェ（チルドリンCSR活動）

協力：東京大学付属病院 ／ 協賛：GOJOジャパン
メーカーサンプル品（ピュレル ゴージョーHIS-N60ml）プレゼント

雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場入口右側

無料 子ども靴メーカー（イフミー：丸紅フットウェア）
こども想いの「くつえらびアンバサダープロジェクト」

子どもの足の測り方、靴の選び方、正しい履き方が学べます! 

くつえらび勉強会byIFME
パワーウーマンプロジェクト（企業アンバサダー）

雨天時出展場所 ： 2F ロクシタン前

無料

老舗のオーガニックコットンメーカー『メイドインアース』
の布ナプキンアドバイザーによるワークショップ。

布ナプキンワークショップ
メイドインアース（企業アンバサダー）

費 用 500円（税込）
雨天時出展場所 ： 2F SABON横

①一人体験（お子様と1つの腕輪を一緒に創る）、②親子、カップル体験（各自ひと
つずつ創る）、③出来上がったブンタイを購入（ビーズ、ストーンが組まれたもの）

親子で国際交流！
ベトナムの幸せの腕輪（ブンタイ）つくり体験
※20分程度 大家族ふるさと食堂

費用 ①500円（税込） ②800円（税込） ③500～1500円（税込）
雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場入口右側

くるみぼたん作り
Takara-bako

費 用 クリップorヘアゴム 300円（税込）
キーホルダー 500円（税込）

親子でくるみボタンのクリップを作ろう。

雨天時出展場所 ： 2F WIRED KICHEN前

お茶・木工雑貨など

物産販売

神奈川県山北町森林組合
森のサッシュ作りワークショップ 費用 300円（税込）

川崎市水道の水源流域である山北町から

水と森のパネル展示
費 用 300円（税込）～

1,000円（税込）程度

雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場北口側

無料

国産材のストラップ作りワークショップ
Forword to 1985 energy life

省エネクイズの実施と森のかけらでストラップ造りを実施。
※30分程度

費 用 300円（税込）
雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場北口側

ネームプレートづくり
みどりなくらし

費 用 500円（税込）
国産材を使った木工ワークショップ。

2日●のみ土

雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場北口側

大倉山のママ達が作ったハンドメイド作品（布小物、アクセサリー、パスケー
ス、ヘアアクセサリー、オムツポーチなど）を販売。（人気は、可愛い柄の給
食マスク220円（税込）やリールが伸びるパスケース1000円（税込）など）

ハンドメイド作品販売 大倉山m's handmade

費 用 100円（税込）～
雨天時出展場所 ： 2F WIRED KICHEN前

ジョイントケア体験
ジョイントケア（カラダコレクションズ）

費 用 15分（肩or腰） 300円（税込）

普段の暮らしで悩まされる肩こりや腰痛を関節ケアで
緩和する体操を体験できます！

雨天時出展場所 ： 2F JILL by JILLSTUART前

奇跡の木 モリンガの
モリンガパウダー紹介 La vin

費 用 モリンガパウダー 
大 4,500円（税込）　小 1,500円（税込）

モリンガパウダーのハズレない抽選会を開催。当日販売あり。

2日●のみ土

雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場入口右側

親子で楽しむハーバリウム
Re ewalu candle

2日●のみ土

大人気のハーバリウムを50種類以上の花材から選び
オリジナルのハーバリウムが作れます！
費 用 キャンディーポットキャンドル（IH使用なし） 500円（税込）

Sボトル 1,000円（税込）  Mボトル 1,500円（税込）
雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場入口右側

おひるねアート撮影会
日本おひるねアート協会

可愛い背景にゴロンしている赤ちゃんを上からママやパパ
に撮影していただきます。今回のテーマは父の日です。
費 用 1,000円（税込）

3日●のみ日

雨天時出展場所 ： 2F JILL by JILLSTUART前

天然アロマ（レモングラス他）で
虫除けスプレー作り！ マダムチカコ

費 用 300円（税込）

これからの季節に重宝する虫よけスプレー。自然素材で
安心安全なママとキッズの夏の必需品。

3日●のみ日

雨天時出展場所 ： 2F ルーファ広場入口右側
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デコクッキー教室
デコクッキーを作る体験会を開催します。 インテリアやギフトにぴったりのバルーンブーケを作ります。 大人気「バーバパパ」のぬりえイベントです。

ABCクッキングスタジオ

時間 11：00～17：00
料金 無料

料金 500円（税込） 料金 無料定員 各日先着80名様 対象 4歳～
※3F ABCクッキングスタジオにて開催します。

料理教室　　　tel.044-520-82143F

バルーンブーケを作ろう

BIANCA BARNET

時間 11:00～17:00 対象 はさみが使える年齢
※雨天時出展場所：2F ルーファ広場大型ビジョン下通路

時間 11：00～17：00

バーバパパぬりえ

PLAZA
tel.044-874-8587 tel.044-589-7911

※雨天時出展場所：2F SABON横

にゃーがやってくる
6/2（土）のみ

バーバパパがやってくる

PLAZA tel.044-589-7911

6/2（土）・3（日）

6/2（土）・3（日）6/2（土）・3（日）6/2（土）・3（日）

時間 ①11:00～②13:00～
③15:00～

時間 ①12:00～②14:00～
③16:00～

ママwithラゾーナ広場 出展ブース

ショップ EVENT INFORMATION

6/2（土）・3（日） 6/3（日）
THE NORTH FACE 
CAMP EXPERIENCE III
THE NORTH FACEの様々なテントがルーファ広場に広がり、アウトド
アギアに精通した専門スタッフがみなさんの疑問、相談にお答えします。
夜には大型スクリーンでオリジナルムービーを上映。
6/3（日）には、川崎市を中心にワークショップを開催し
ている中原工房とコラボレーションも！

時間 10：00～18：00

テント展示・
設営体験会 

時間 18：00～20：00

オリジナル
ムービー上映

※雨天時は、6/3（日）のワークショップのみ 3F/THE NORTH FACE + 店舗内にて開催いたします。※イベントの詳細は店舗までお問い合わせください。

時間 ① 11：00～12：00／② 13：00～14：00
③ 15：00～16：00

定員 各回10名様（先着）
参加費 2,000円（消費税、講師料、保険料込）
※事前予約優先です。※各回開始10分前より受付を開始いたします。

時間 ① 12：00～13：00
② 14：00～15：00

参加費 200円（消費税、講師料込）
※当日受付のみ※各回開始10分前
より受付を開始いたします。※準備数
がなくなり次第終了いたします。

中原工房とのコラボレーションワークショップ
TOOL BOX ワークショップ

コルクコースター 
ワークショップ※イメージ

場所 2F ルーファ広場 アクアステージ

ユニディ
tel.044-874-8080

6/2（土）・3（日）
①ビクトリノックス「どうぐ体験応援団」

定員 各回6名様

時間 ①13:00～②14:00～③15:00～ 対象 6歳～ 料金 500円（税込）

時間 ①11:00～②12:00～③13:00～④14:00～⑤15:00～ 料金 1,080円（税込）
②多肉植物 寄せ植え教室

料金 1,000円（税込）時間 ①11:00～②13:00～③15:00～
③ミニカップケーキ デコレーション

6/3（日）

※雨天時出展場所：
　1F ユニディ前

※雨天時出展場所：ラゾーナ館内各所 ※雨天時出展場所：ラゾーナ館内各所

時間 ①11:00～
②13:00～
③14:00～
④15:00～

スイーツデコ
体験

料金 1,300円（税込）～

6/2（土）
誕生石と童話の国の
ストラップ＆夏の
オリジナルシュシュ作り
時間 ①11:00～②13:00～

③14:00～④15:00～
料金 600円（税込）～ にゃーSHOP tel.044-874-8594

＼大人気のキャラクターがラゾーナに登場！／

〒212-8576　神奈川県川崎市幸区堀川町72-1　Tel.044-874-8000（受付時間 10：00～18：00）　https://mitsui-shopping-park.com/lazona-kawasaki/

■営業時間　専門店、グラン・フード／10：00～21：00　飲食店／11：00～23：00　
　ダイニング・セレクション／10：00～22：00　※一部営業時間の異なる店舗がございます。

●掲載価格は、消費税を含んだ総額の表示となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。●掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了
承ください。●商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。●掲載内容のお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。●掲載の記事、写真、イラストなどの無断転載は固くお断りいたします。


