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報道関係各位 

東京ミッドタウンマネジメント株式会社 
 

「MIDTOWN ❤ SUMMER 2014」キッズイベント情報をお届けします 

今年も、夏の東京ミッドタウンであそぼう！ 

デザインやアートで遊ぶキッズ向けイベントが目白押し！ 

～ワークショップや探検ツアー、写真教室など親子で楽しめる東京ミッドタウン～ 
 

東京ミッドタウンでは、毎年ご好評をいただいているキッズ向けの体験型イベントを様々な施設で実施いたします。

お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お友達とみんなで一緒に楽しめる、無料イベントが盛りだくさん

です。今年の夏は、東京ミッドタウンで楽しい思い出をつくってみませんか。 

 

1. 「MIDTOWN ❤ SUMMER 2014」 ＜なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン＞  

東京ミッドタウンでは、平成 26年 7月 18日（金）から 8月 31日（日）までの期間、豊かな緑に囲まれて夏を満喫

いただく恒例の夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2014』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。 

今年も「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」と題して、親子で楽しめる様々なキッズプログラムを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ぺたぺたおめん】 

東京ミッドタウンで毎夏好評のスタンプラリー、「ぺたぺたシリーズ」の第 5弾。今年は、「ぺたぺたおめん」を

開催します。日本の夏まつりでおなじみの「おめん」。特製の台紙でできた「おめん」にスタンプを自由に押して

オリジナルの「おめん」を完成していただきます。 

全てスタンプを集めたお子さまには、オリジナルの景品をプレゼントします。 

 

【期 間】 7月 18日（金）～8月 31日（日） 

【時 間】 11：00～18：00 

【場 所】 東京ミッドタウン全域 

【料 金】 無料 ※なくなり次第終了 

【対 象】 中学生以下 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

 

 

 

 

 
▲昨年の様子 

▲イメージ 
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【みんなでつくろう日本の夏】 

「日本の夏」をテーマに、ワークショップ形式で夏の涼を感じられるものを作るプログラム。東京ミッドタウン内、 

および六本木エリアのデザイン関連施設や団体が、さまざまなプログラムを開催します。夏の思い出に、家族や 

お子さま同士でお楽しみいただけます。期間中には日替わりで毎日ワークショップを開催いたします。詳細なスケ 

ジュールは 7月 18日（金）より公開予定の東京ミッドタウン公式サイトでお知らせいたします。 

 

 メインワークショップ 

「自分だけのオリジナル“妖怪”をつくろう！」 

誰でも楽しげな、オリジナリティあふれる妖怪を生み出すことを体験いただける、東京ミッドタウンだけの特別な

ワークショップを開催します。大人気の「妖怪芸術家」「STUDIO MAMES（スタジオマメズ）」が作成したパーツ

を選んで、自分だけのオリジナル妖怪をデザインしていただきます。 

【期 間】 8月 9日（土）～8月 14日（木） 

【時 間】 11：00～18：00 

【場 所】 アトリウム 

【料 金】 無料 ※なくなり次第終了 

【主 催】 東京ミッドタウン 

【企 画】 放課後 NPOアフタースクール 

そのほか、武蔵野美術大学デザインラウンジによる 

ワークショップなどを日替わりで実施いたします。 

 

【夏休みミッドタウン探検】 

お子さまを中心に東京ミッドタウンの環境の取組みや普段は入れない裏側を紹介するツアーです。 

天気が良い日は、特別に屋上もご案内します。 

【期 間】 8月 10日（日）11日(月)  

【時 間】 10：30～12：00／14：00～15：30（1日 2回） 

【場 所】 東京ミッドタウン全域 

【料 金】 無料 ※要事前申込 

【主な対象】 小学校高学年のお子さまと保護者 

【定 員】 各回 20名 

【申込方法】 東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付（応募者多数の場合は抽選） 

【主 催】 東京ミッドタウン 

 

【＆EARTH DAY 2014】 

間伐材を使った木琴づくりワークショップ「&EARTH melody」と、おうちでできるエコについて学べる紙芝居ワーク

ショップ「&EARTH 教室 すまいの ECO チャレンジ」を開催いたします。参加いただいた方には、三井不動産 

グループの保有林の間伐材で作ったボールペンをプレゼントいたします。また、イベント時間中はいつでも自由にご

参加いただけるミニワークショップ（間伐材のしおり作り）がございます。 

※＆EARTH とは、三井不動産グループのまちづくりが常に地球とともにあることを認識し、人と地球がともに豊かになる社会を目指していることを表しています。 

【期 間】 8月 15日（金）～17日（日） 

【時 間】 11：00～18：00  ※時間内に複数回開催 

【場 所】 アトリウム 

【料 金】 無料 

【定 員】 ＆EARTH melody、＆EARTH教室は各回30名様 

【主な対象】 小学生以上 推奨 

※参加整理券は、当日配布いたします ※各ワークショップの詳細はHPでアナウンスいたします。 

※未就学児のお子様が参加される場合は、保護者様の同伴をお願いいたします 

【主 催】 三井不動産株式会社 【協 力】 東京ミッドタウン 

【問合せ先】 三井不動産株式会社 社会・環境推進室 （03-3246-3063） ▲イメージ 

▲イメージ 

▲過去のワークショップ開催の様子 
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2. フジフイルムスクエア 「～親子で楽しむ写真教室～「虹の写真」を撮ってみよう！！」  

 

「空の写真家」武田康男が行うワークショップ。空で見られる不思議で美しい光景の写真や映像をお見せしながらのお

話や、自分たちで虹を作る実験、またそれを撮影して写真に残す体験をしていただけます。空の不思議を考え、美しい虹

の写真を楽しめるワークショップです。 

【期 間】 8月 16日（土）、17日（日）、19日（火） 

【時 間】 10：30～12：00／14：00～15：30 

【場 所】 FUJIFILM SQUARE（フジフイルムスクエア）2F 

 【料 金】 無料  

【主な対象】 小学生のお子さま（高学年推奨）と保護者 

【定 員】 各回 30組の親子 

 【申込方法】 ハガキ 又は 館内設置の申込書 

※要事前申込（応募者多数の場合は抽選） 

 【問い合わせ】 フジフイルムスクエア ／ 03-6271-3350 

 【主 催】 富士フイルム株式会社 

【後 援】 港区教育委員会 

 

■併設写真展 

空の写真家 武田康男 「空のふしぎ写真展」 

【期 間】 8月 15日（金）～8月 28日（木） 

【時 間】 10：00～19：00（最終日は 16：00まで／入館は 10分前まで） ※期間中無休 

 

3. サン・フルーツ キッズセミナー 「おかやまフルーツ博士認定講座」 

 

親子で楽しみながら岡山県産のフルーツについて学んで触れて食べられる、フルーツを親子でまるごと楽しめるセミナ

ーです。「おいしい桃のできるまで」や「ぶどうの種類」について、JA 岡山一宮選果場果樹部会の池宗さんにお話いた 

だき、最後にクイズを出題。正解した親子の方には「おかやまフルーツ博士認定証」を発行いたします。また、セミナーの

なかで作成するブドウの標本と池宗さんが作った桃を、当日お持ち帰りいただけます。 

【期 間】 8月 9日（土） 

【時 間】 13：30～14：30／15：30～16：30 

【場 所】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 

【料 金】 無料 

【主な対象】 小学生のお子さまと保護者（お子さまのみの参加も可） 

【定 員】 各回 10名 

【申込方法】 先着順（事前申込受付中） 

【問い合わせ】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 ／ 03-5647-8388 

【主 催】 サン・フルーツ東京ミッドタウン店 

【共 催】 岡山県 

【協 力】 JA全農おかやま、JA岡山一宮選果場果樹部会 

 

▲イメージ 

▲イメージ 


