らぶぴファースト単独ライブ

パターンハンコで顔を描こう
Utervision Company Ｊapan

イメージを「かたち」にする
ワークショップ＆パフォーマンス

in ココキタ

★☆北区 AKT STAGE

誰 も がアート を
エ ン ジョイ でき る一日 ！

ものづくりをしているクリエイターが集合！
ここでしか出会えない
ハンドメイド作品を販売。

はじめまして
運動会協会です展。
運動会協会共創グループ

多様性を育む展覧会

クリエイティブアート実行委員会

ミニパペットシアター

Utervision Company Japan

リレーライブ

大人気のパフォーマンスステージ
ココキタ利用者の皆さん

～即興で切り絵をつくろう～

ひがしやまたくひろ

カフェ

金属を、
溶かして、叩いて、
スプーン作り
HINOKO

ぱれっと
ランチ・アフタヌーンティー

北区栄養グループ食彩

インドの伝統ボディアート
メヘンディ
カーン江夏未花

世界にたった一つの

オリジナルミニ絵本づくり
ふじこの絵本塾

真夏の絵本と創作
＆表現ワークショップ
伊澤玲

スタジオで糸あやつり人形を
撮影してみよう

劇団ドクトペッパズ

押し花のしおりづくり
エコベルデ

…事前予約が必要
…当日参加 OK

マークのついている
催しの詳細は裏面を見てね︕

2022

入場
無料

７/24
日

10:00
～ 17:00

その他、ココキタで体験してほしい
楽しいことが盛りだくさん！
ホームページでどんどん情報を
追加していきます！

ココキタからお願い‼

★感染対策にご協力お願いします
マスク着用
手指消毒

★エコバッグ、
上履き (スリッパ）
をご持参ください

ｋ

事前予約が必要です！

金属を、溶かして、叩いて、スプーン作り
by HINOKO
時間 ３回（①10:30 ②13:00 ③16:00 各回 60 分）
申込制限 9 歳以上でやる気のある方。金づち、ヤスリ、火等

らぶぴファースト単独ライブ in ココキタ

を扱うため、道具の危険性を理解し扱える方。
定員 各回５名（付き添いは１名まで入室可）
内容 意外と知らない金属の面白さを金属加工を通して体感。

by ★☆北区 AKT STAGE
時間 ２回（①13:00 ②15:00

各回 20～30 分）

定員 各回 30 名 ※空きがあれば当日申込み可
内容 女性劇団員の若手を中心に結成されたアイドルユニット。
昭和歌謡を中心に歌って踊る劇団内ユニットとしての

イメージを「かたち」にする
:
ワークショップ＆パフォーマンス
～即興で切り絵をつくろう～

お披露目ミニライブ！

by ひがしやまたくひろ
時間 ３回（①11:00 ②13:00 ③15:00 各回 60 分）

真夏の絵本と創作＆表現ワークショップ

申込制限 10 歳以上

➡
➡
➡
➡
➡
➡

by 伊澤玲

定員 各回 5 名

時間 4 回（①10:30 ②12:00 ③13:30 ④15:00）

内容 色とりどりのフィルムを自在に切り絵に変身させよう！

定員 各回 20 名※空きがあれば、当日申込可
内容 夏をテーマにすずし～い話から背筋がこおるようなお話など

アーティストのカッティングパフォーマンスも楽しめるよ。

様々な絵本の読み聞かせを行います。読み聞かせの後は、
絵本を題材とした創作と表現も行います。

ミニパペットシアター

事前予約申し込み方法は
こちらをお読みください
世界にたった一つのオリジナルミニ絵本づくり

定員 各公演５名
内容 くじを引いた番号の演目を観劇。何が観れるかはくじ次第！

パターンハンコで顔を描こう

造形ワークショップ見学会

内容 パターンハンコで顔を描き、小さな刺繡枠に入れて自画像
を作ります。

の作品制作風景の見学会。

当日受付。先着順
内容 インドの伝統ボディアート・メヘンディをあなたの体にペイント
します。

東京都北区豊島 5-3-13

東京メトロ南北線王子駅・都電王子駅前
「豊島六丁目」「豊島五丁目団地」下車３分
としま若葉小

豊島五丁目団地

作りましょう。
バス停
豊島五丁目団地

谷駅

至
・王
子
駅
▼

バス停
豊島六丁目

日本出版販売
王子流通センター

by 劇団ドクトペッパズ
時間 10:00 ～17:00（随時）
定員 １度に入室可能な人数は１０名まで

by 北区みどりと環境の情報館【エコベルデ】
時間 約 20 分間 ①10:00～13:00【受付終了 12: 45】
②14:00～17:00【受付終了 16: 45】
定員 100名※席が空き次第ご案内します。また材料がなくなり
次第終了になります。
内容 色とりどりの押し花を使ってデザインを楽しみながら、しおりを

都バス︓豊島五丁目団地行・宮城循環・西新井駅行

子神

スタジオで糸あやつり人形を撮影してみよう

➡

押し花のしおりづくり

最寄駅 : JR 京浜東北線王子駅

・王

➡

内容 セットの中で人形を動かし撮影を体験するワークショップ。
参加者は撮影や人形操作、監督などを担当。また、
自分で作った人形やセットでも撮影できます。

アクセス

◀至

➡

時間 14:00～14:30
内容 講師のトークや視覚障害のある方による、アッサンブラージュ

by カーン江夏未花
時間 10:00 ～17:00（12:00 ～ 13:00 を除く）

ココキタ

by クリエイティブアート実行委員会
定員 5 名

インドの伝統ボディアート、メヘンディ

コミュニティ
アリーナ

各回 30分～50分 ※残り時間、20分以下の場合は次の時間に
ご参加ください。）

定員 各回８名
内容 オリジナルミニ絵本を作成します。見学もできます。

by Utervision Company Japan
時間 ３回（①11:00 ②13:00 ③16:00 各回 35 分）
定員 各回 20 名

〒114-0003

by ふじこの絵本塾
時間 6 回（①10:00～10:50 ②11:00 ～11:50
③13:00～13:50 ④14:00～14:50
⑤15:00～15:50 ⑥16:00 ～16:50

当日参加ＯＫです！

by Utervision Company Japan
時間 3 回（①10:00 ～11: 30 ②12:30 ～14:00
③14:30～16:30 1 公演 5 分）

至・西

新井▶

ほかにも楽しい催しが盛りだくさん！
こちらのページでチェック！

お問合せ︓( 公財 ) 北区文化振興財団 TEL︓03-6338-5711（9︓00 ～ 17︓00 ／月曜休館）
主催： ( 公財 ) 北区文化振興財団

共催：東京都北区

後援 : 北区教育委員会

協力：北区 AKT STAGE ／一般財団法人運動会協会共創グループ／劇団ドクトペッパズ／クリエイティブアート実行委員会／伊澤 玲／ Utervision Company Japan ／アトリエ HINOKO ／
NPO 法人北区栄養グループ食彩／北区版アーティストバンク登録アーティスト

