
 

 

 

2020年 10月 23日 

各 位 
    

    

学びの秋に、子どもたちの感性を刺激するコンテンツを配信！ 

「ナレッジキャピタル ワークショップフェス オンライン」開催 

食、アート、ものづくりや運動など、親子で楽しみ学ぶ全７プログラム 

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）ならびに株式会社 KMO（代表取締役：小

田島 秀俊）は、2020年 11月 7日（土）、8日（日）の 2日間、「ナレッジキャピタル ワークショップ

フェス オンライン」を開催しますのでお知らせします。 

「ナレッジキャピタル ワークショップフェス」は、 開業時より、子どもたちにとってナレッジキャ

ピタルが家庭や学校以外の第三の学びの場となるよう、定期的に開催しています。ウィズコロナで新し

い生活様式が広がり、働き方や学びの在り方が変化しているなか、20回目となる今回は、安心して楽し

みながら学べる場をご提供できるようオンラインで各コンテンツを配信します。 

今回は、食、アート、ものづくり、運動などの多彩なジャンルで、全 7 プログラムをご提供します。

忍者の携帯食であり兵糧丸ともいわれる「忍者玉」作りを通して栄養について学ぶプログラムや、思い

出深いお気に入りの Tシャツをエコリュックにリメイクするクラフトプログラム、タオルを使って遊び

ながら体を動かすプログラムなど、親子で楽しめ子どもたちの感性を刺激するコンテンツです。 

配信方法は、コンテンツによって異なり、講師と会話をしながら少人数で学べる双方向型のライブ配

信や、ご都合に合わせていつでも自由に視聴いただけるオンデマンド動画配信、ライブ配信を見ながら

作った作品を投稿し、リアルタイムに講師から講評を受けられる SNS のチャット機能を使った配信な

ど、コンテンツの特徴にあわせて実施します。 

ナレッジキャピタルは、お子さまとご自宅で過ごす時間を新たな学びの機会としていただけるコンテ

ンツを提供してまいります。 

以 上 

 

  

＜ナレッジキャピタル ワークショップフェス オンライン開催概要＞ 

 開 催 日 ：2020年 11月 7日（土）、8日（日） 

 参 加 料 ：無 料 

 参加方法 ：一部コンテンツは公式ウェブサイトより事前申し込み ※詳細は公式ウェブサイトまで 

配信方法 ：ナレッジキャピタル公式 YouTubeチャンネル、Zoomなど ※コンテンツにより異なる 

 主 催 ：一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社 KMO 

 U R L ：https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/ 

※内容は変更になる可能性があります。最新情報は、公式ウェブサイトをご参照ください。 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

一般社団法人ナレッジキャピタル 担当：稗方・財満 

電話：06-6372-6427／FAX：06-6359-2970 

※ナレッジキャピタルは、2013年 4月に民間企業主体により開業した「グランフロント大阪」の中核施設です。「感性」と「技

術」を融合し、「新たな価値」を創出する世界初の「知的創造・交流の場」として、開発事業者の出資により一般社団法人ナレッ

ジキャピタルと株式会社 KMOが共同運営しています。 

一般社団法人ナレッジキャピタル 

株式会社 KMO 

「オリジナルルアー作り」イメージ 

https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/


 

「ナレッジキャピタル ワークショップフェス オンライン」プログラム一覧 

【1】講師と会話をしながら学べるコンテンツ 

Web会議ツール「Zoomウェビナー」を利用してライブ配信を行います。講師に直接質問をし、会話

をしながら学ぶことができる少人数制のプログラムです。 

●コンテンツNo.1 

作って良し！食べて良し！仲間にあげて良し！旬穀旬菜流『忍者玉』 

～簡単でおいしい元気玉をつくろう！～ 

提供：株式会社ロートウェルコート ROHTO RECIPE 旬穀旬菜  

忍者玉とは現代でいう「マルチバランスサプリ」のような生きる知恵！お家に

あるもので簡単に、こねるだけで作ってみよう！「五味」の組み合わせを学んだ

り、知って楽しい忍者にまつわるクイズにも挑戦します。 

 

 

 

 

 

 

 

●コンテンツNo.2 

ルアーってなんだろう?  

～ルアーで釣れる魚について学んで、オリジナルルアーを作ってみよう！～ 

提供：SHIMANO SQUARE 

最近人気のルアーフィッシングについてわかりやすく解説します。ルアーでど

んな魚が釣れるかを学んで、実際にルアーを作ってみよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

●コンテンツNo.3 

ぴちょんくんと回ろう！フーハシアターと〇×クイズツアー！ 

～みんなで知ろう空気のこと、エアコンのこと～ 

提供：ダイキン工業株式会社 フーハ大阪 

オンラインでぴちょんくんと一緒にフーハシアターの動画を見たり、フーハの

館内を回って〇×クイズに挑戦しよう！おうちにいながらまるでフーハに遊びに

来たような体験ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：11月 7日（土）午前 11時～、8日（日）午前 11時～ 

所要時間：50分 

参加定員：20組／回 

参加方法：事前予約 https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/conte

nts.php?id=02 

推奨年齢：小学 1年生～小学 6年生  

配信方法：Zoom 

開催日時：11月 7日（土）午後 3時～、11月 8日（日）午後 3時～ 

所要時間：40分 

参加定員：10組／回 

参加方法：事前予約 https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/conte

nts.php?id=04 

推奨年齢：小学 1年生～小学 6年生  

配信方法：Zoom 

開催日時：11月 7日（土）午後 2時～ 

所要時間：30分 

参加定員：20名 

参加方法：事前予約 https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/conte

nts.php?id=01 

推奨年齢：小学 1年生～小学 5年生 

配信方法：Zoom 

イメージ 

イメージ 

イメージ 

https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/contents.php?id=02
https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/contents.php?id=02
https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/contents.php?id=04
https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/contents.php?id=04
https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/contents.php?id=01
https://kc-i.jp/activity/workshop-fes/2020/online/contents.php?id=01


 

 

【2】ライブ配信コンテンツ 

チャット機能を使ってリアルタイムに質問やコメントができる YouTube 配信コンテンツです。事前

予約をしなくても受講できます。 

●コンテンツNo.4 

花いけワークショップ～はじめての花あそび！～ 

講師：フラワーデザイナー 曽我部 翔（Rock‘n’Rose) 

身近にあるものを使い、花を飾る色々なテクニックやコツを学びます。11月

７日（土）は自宅にあるコップなどを使って花を飾る方法、11月 8日（日）

は、ビー玉やストロー、ワイヤーなどの道具を駆使して花を飾って楽しむ方法

をレクチャーします。 

 

 

 

 

 

 

●コンテンツNo.5 

Tシャツで作ろう！！MYエコリュック！！～タンスに眠る古着をリメイク～ 

提供：株式会社池田屋  

もう着られないけど何となく捨てられない、そんな思い出たっぷりの T シャ

ツを使って地球にやさしい“MYエコリュック”を作ってみよう！針を使わないの

で未就学のお子さまでも安全に楽しめます。 

 

 

 

 

【3】いつでも何度でも楽しめるオンデマンド配信コンテンツ 

好きな時に何度でも視聴可能な YouTubeでの動画配信です。ナレッジキャピタル公式 YouTubeチャ

ンネルからご視聴ください。 

●コンテンツNo.6 

おうちでできる！親子のあそびの時間！～タオルを使ったからだあそび～ 

提供：ボーネルンドあそびのせかい 

おうちにあるバスタオルを使って、親子でからだあそびに挑戦しよう！ 

バスタオル 1枚でいろいろな楽しいあそびができます。 

今回はキドキドプレイリーダーおすすめのからだあそびをご紹介します。 

 

 

 

 

●コンテンツNo.7 

こどもメルセデス・ベンツ検定～めざせ！メルセデス博士！～ 

提供：メルセデス・ベンツ日本株式会社 

メルセデス・ベンツに関するクイズにチャレンジ！クルマの歴史から最新の

安全技術まで、クイズに答えながら楽しく学べます。 

 

 

  
イメージ 

配信開始日時：11月 7日（土）10時 

所 要 時 間：30分 

配 信 方 法：ナレッジキャピタル公式 YouTubeチャンネル 

 

配信開始日時：11月 7日（土）10時 

所 要 時 間：15分 

配 信 方 法：ナレッジキャピタル公式 YouTubeチャンネル 

イメージ 

開催日時：11月 7日（土）午前 11時～ 

所要時間：60分 

推奨年齢：4歳～小学 6年 

配信方法：ナレッジキャピタル公式 YouTubeチャンネル 

開催日時：11月 7日（土）午後 1時～／午後 4時～ 

11月 8日（日）午後 1時～／午後 4時～ 

所要時間：40分 

推奨年齢：2歳～中学 3年生  

配信方法：ナレッジキャピタル公式 YouTubeチャンネル 

曽我部 翔氏 

イメージ 



 

【ナレッジキャピタル施設概要】 

 

施設名 ナレッジキャピタル 

所在地 〒530-0011大阪市北区大深町 3-1グランフロント大阪 北館 

施設案内 

The Lab．みんなで世界一研究所 

（アクティブラボ・カフェラボ・イベントラボ） 
地下 1階～3階 

フューチャーライフショールーム 1階～6階 

SpringX 2階 

ナレッジシアター 4階 

ナレッジサロン 7階 

コラボオフィス・コラボオフィスネクス 7階～8階 

カンファレンスルーム 8階・10階 

ナレッジオフィス 9階～13階 

コンベンションセンター 地下 1階～地下 2階 

運営組織 

代表者 

一般社団法人ナレッジキャピタル  代表理事   宮原 秀夫 

株式会社 KMO 代表取締役 小田島 秀俊 

事業者 

（五十音順） 

NTT都市開発株式会社 

株式会社大林組 

オリックス不動産株式会社 

関電不動産開発株式会社 

ジャパンエクセレント投資法人 

日鉄興和不動産株式会社 

積水ハウス株式会社 

株式会社竹中工務店 

東京建物株式会社 

日本土地建物株式会社 

阪急電鉄株式会社 

阪急阪神リート投資法人 

三菱地所株式会社 


