
「こどもアートアドベンチャー」は、アートに触れ、

体験できる、夏休みにぴったりのイベントです。

現在、活躍中のアーティスト達による参加型アートイベントです。絵画や造形作品を作るプロの先生と一緒に
世界に１つだけの作品を作りましょう！アーティスト達がみなさんをお待ちしております。

絵と音のライブペインティング絵と音のライブペインティング

こどもアトリエ
ガラクタだってアートになるさ。
ようこそ、ここはガラクタが
集まるアトリエです。みんなで
一緒に素敵なアートを作ろう。
● 中野真紀子 ：陶作家

● 絵：蟹江杏（版画家）● 音楽：石川浩司（パスカルズ・元たま）、劇団飛行船（マスクプレイミュージカル）、秋福音
（あきふくいん・おもちゃ楽器バンド）、関口直仁（バリトン歌手） ● MCのおねえさん：藤川梓（劇団飛行船）

ドラムカントントン相撲
力士を作って、ドラム缶の土俵で
トントン。どっちが勝つかな？
● くわナよしゆき :ドラム缶ペインター

アートなバッグを作ろう！
いらなくなった紙袋にデコレーション
して、自分だけのかわいいバッグを作ろう。
● 樽井紀和 ：絵描き  ● 猫沢八郎：白線画家

いろんなおもしろカブリモノ
ここは、おもしろカブリ
モノのアトリエ。みんな
でかぶって
「はい、チーズ! !」
● ニシハラ☆ノリオ
   :カブリモノ作家みんなが知ってる音楽が生演奏で聴けるよ。

曲に合わせて、長さ10mの白い紙にお絵描き
しよう。どんな絵が出来るかな？
飛び入り参加大歓迎！！

● 株式会社 劇団飛行船

夏・金魚を作ろう
透ける折り紙を使って、
夏にぴったりのゆらゆら
揺れる金魚を作ろう。
● 山口健児：日本画家

オリジナル
サマーボックスを作ろう
夏のイメージを描いて
箱に貼り、夏休みの
思い出ボックスを作ろう！
● 永野徹子 ：造形作家

● こどもがつくるダルクローズ・プラスティックアニメ

音楽といっしょに体で遊ぼう！音楽といっしょに体で遊ぼう！

「3.11 ふくしま そうまのこどもの描くたいせつな絵」展 蟹江杏の
「アリスの世界」展

＜マッドティーパーティー＞

＜みどりの風＞ 2017年度作品

版画家・蟹江杏が絵本
「あんずのアリスBOOK」
のために描き下ろした
作品です。アリスの世界
をお楽しみください。

テーマ「未来へ」：東日本大震災から7年。福島の子どもたちが未来の福島を描いた、カラフルで夢いっぱいの世界です。

＜またきれいな海で泳ぎたい＞ 荒木俊＜花火大会＞ 門馬葵依＜にじの国の動物ランド＞ 稗田琉斗 ＜まほうのまち＞ 岩崎真美
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墨絵 お絵かき
墨と筆と和紙でいつもの
絵の具とは違うお絵かき
しよう！
● 本田豊國：墨絵画家

マスクプレイミュージカルの老舗劇団が「日本」と
「和」をテーマに、今日だけのオリジナルステージ
をお届けします。ダンスあり、アクションありの
"スペシャル"なパフォーマンスをお楽しみください！

photo:相澤心也

＜えがないえほん＞早川書房

      大友 剛（おおとも・たけし）
ミュージシャン&マジシャン&翻訳家。自由の森学園卒業後、
アメリカ•ネバダ州立大学で音楽と教育を学ぶ。現在「音楽と
マジックと絵本のコンサート」で活動。2013年より絵本「ねこ
のピート」シリーズ（ひさかたチャイルド）を翻訳。他訳書に
「えがないえほん」（早川書房）。両作品共に10万部を越える。
東日本大震災後、被災地に音楽とマジックを届けるプロジェクト
『Music &Magic キャラバン』を設立、東北、九州で展開中。

全国各地で人気の大友剛によるマジックと音楽と絵本のコンサート！テレビでも
話題の「えがないえほん」や「ねこのピート」も登場します。子どもからお年寄り
まで楽しめる新感覚参加型エンターテイメント、お楽しみください！

みんながよ～く知っている曲を、よく聴いて、自由に感じて、
考え、身体表現にします。これが「ダルクローズ・プラスティック
アニメ」です。ダンスのようでダンスでない、とっても新しい
体験です。全身を使って音楽を伸びやかに表現しましょう！

● 株式会社 アートプリントジャパン

＜ヌーリエ＞ ＜バッヂ＞ ＜クリアファイル＞ ＜ハンドタオル＞ ＜駄菓子屋さん＞

”巨大なサイズの塗り絵”で大人気の「NuR IE（ヌーリエ）」が、会場特別価格で
買えるよ！また、福島県の子どもたちが描いた絵から生まれたハンドタオルや
クリアファイル、バッヂも売ってます。なつかしい駄菓子屋さんも登場！いろんな
お菓子がたくさんで、何から買おうか迷っちゃう！
● 株式会社マルアイ                         　  ／ NPO法人3.11こども文庫

アートグッズ・コーナーアートグッズ・コーナー

● 大友 剛

サカベコ・スタジアム
ようこそサカベコ・スタジアムへ。
赤べこ＋サッカー =「サカベコ」。
さあ、試合開始だ！！
● アラブ中東フェスティバル
　協力：JIM-NET

心震える、魂の鬼舞！心震える、魂の剣舞！

劇団飛行船スペシャルショー劇団飛行船スペシャルショー
げ き だ ん  ひ こ う せ ん

 大友剛による
「音楽とマジックと絵本のコンサート」
 大友剛による
「音楽とマジックと絵本のコンサート」

おおともたけし

え　　　お と

古くから東北地方に伝わる郷土芸能「朴ノ木沢
念仏剣舞」！悪いものを追い払い、みんなの幸せ
を祈る神聖な踊りとして受け継がれてきました。
お面をつけた踊り手は勇ましく、迫力満点！
● 剣舞：自由の森学園 民族芸能部

みらい うたごえ

ひびけ！未来へつなぐ歌声！　ひびけ！未来へつなぐ歌声！　
どこか懐かしい日本の名曲から、オリジナル
ソングまで！音楽に触れる楽しさ・表現する
喜び・仲間達と１つになり美しいハーモニー
を奏でる感動を、心を込めて伝えます！

● ギフトミュージックカンパニー

蟹江杏 石川浩司

関口直仁 秋福音（あきふくいん）

親子でなるもん!つながりTシャツ
2枚のユニクロのＴシャツを左右に並べ、
親子で話し合いながらＴシャツに絵を
描こう！親子でペアルックの完成だ！
● 繭コ（まゆこ）：イラストレーター
● 株式会社ユニクロ 練馬駅北口店  
            （ココネリ2階）：Tシャツ提供

←こちらのワークショップは、区内在住の小学生（保護者と児童、5組10名）を
　対象としております。往復ハガキで ①ユニクロワークショップ希望 ②住所 ③児童
　氏名・年齢 ④保護者氏名 ⑤電話番号を記入の上、平成30年7月31日（必着）
　までに 〒176-8501練馬区豊玉北6-12-1練馬区役所文化振興係へご応募
　ください。※応募者多数の場合は抽選とし、抽選結果は8月10日ごろ発送します。

アートお面作り
いろいろな色紙を
使ってオリジナル
お面を作ろう。
● 株式会社 劇団飛行船

いろがみ

ぶんこ

● NPO法人3.11こども文庫

ミニ文庫ミニ文庫
みんなが大好きな絵本が、自由に読めるよ。
たくさんの絵本の中から好きな物語を見つけてね。

練馬アートナイトラリー練馬アートナイトラリー
こどもアートアドベンチャー 番外企画こどもアートアドベンチャー 番外企画

8/20 （月）～8/29（水）

～屋外第 2 会場～

練馬区練馬 1-17-6
平 成つつじ公 園

● 株式会社ユニクロ 練馬駅北口店  （ココネリ2階）

か し

お菓子をプレゼント！お菓子をプレゼント！
8/22（水）当日、「ユニクロ練馬駅北口店」内でのお買い物レシート持参でお菓子をプレゼント（中学生以下のお子様：先着125名様）。

ちぎり絵で絵を描こう
蟹江杏の線画にいろんな紙を
貼ってカラフルな絵を完成させよう。
※ワークショップに参加したお子様、先着
　150名様にアートグッズをプレゼント。
● 株式会社 アートプリントジャパン

こどもリトミック
音楽を聴いて、見て、動いてみよう。
ダルクローズ・リトミックの体験
や、音楽に合わせて身体を動か
して遊べるよ！
（整理券が不要の回もございます）
● ジャックと音楽の木
   ：恵比寿ダルクローズ音楽教室

ガラクタ楽器作り
どんな音が出るかな？
いろいろなモノを使って、
オリジナル楽器を作ろう。
● 秋福音（あきふくいん）：音楽家 

絵手紙を描こう
大好きな家族やおとも
だちに絵手紙を描こう。
● ボランティアスタッフ

「こどもアートアドベンチャー」の講師のみなさんの作品を、練馬区内レストランにて展示します。作品に
ちなんだ期間限定スペシャルメニューもあるよ。開催店舗や詳細はこちら    http://www.boucila.jp/
● 株式会社ボウチラ

あつまれみんな　じゆうにさあ
だいすきないろをぬろう

みんなのいろ　まざりあってく
ひろばへ　ようこそ！

こころのなか　どんないろ？　どんなかたち？
えがくことが　できるのは
ただひとり　きみだけさ

あつまれみんな　じゆうにさあ
だいすきないろをぬろう

みんなのいろ　まざりあってく
ひろばへ　ようこそ！

作詞・作曲：関口直仁
～こどもアート テーマ～

う た

12名のアーティストが
「和と緑」をテーマに
描いたTシャツを、
ユニクロのショー
ウィンドウに飾ります。

＜昨年の展示風景＞

お店で買ったTシャツに、プロのアーティスト達が作った
スタンプを押して、自分だけのTシャツを作ろう。
＊参加対象者：ユニクロ練馬駅北口店にて、参加対象商品のカラーTシャツ
（大人用590円、子供用390円）を含む、3,000円以上のお買い物をされたお客様
（ご購入いただいたTシャツは、ワークショップに使用します）＊場所：店内「特設コーナー」

ユニクロ Tシャツアート展 8/12（日）～22（水）

てん

ユニクロ Tシャツアート展

ユニクロコラボ展覧会
てぃー

アートスタンプ・Tシャツを作ろう！アートスタンプ・Tシャツを作ろう！

トライクにトライ! トライクにトライ! 

● 豊田TRIKE株式会社

新しい乗り物「トヨダトライク」に
乗ってみよう。でこぼこ道も安全
だよ。特設コースを回ってみよう。

※10～17時 ※荒天等で中止の場合あり

10～17時Nerima若手ChefsClub ＆ 麦わらマルシェNerima若手ChefsClub ＆ 麦わらマルシェ

練馬産野菜を使った絶品料理が味わえる青空フードコート。ランチは「アリスの世界」、ディナーは「夏の夜の夢」を
テーマに、子どもも大人も楽しめる当イベント・オリジナルメニュー。練馬産野菜の即売「麦わらマルシェ」も開催。

※ランチ11～15時 / ディナー16～20時 ※麦わらマルシェ11時～
※いずれも売り切れ次第終了 　※荒天等で中止の場合あり

11～20時（19時半ラストオーダー）

● Nerima若手ChefsClub                / 麦わらマルシェ

特 別 協 賛
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アート体験ワークショップアート体験ワークショップ ＊当日配布や事前申し込みによる整理券（★）が必要なワークショップもございます。詳しくは裏面のスケジュールをご確認ください。＊整理券の必要
のないワークショップはすべて、10:30～16:50まで自由にご参加いただけます。 ＊整理券の配布は先着順となり、枚数には限りがありますので、
ご希望のワークショップにご参加いただけない可能性がございます。＊詳細は裏面または、http://www.311bunko.com/ または、練馬区ホーム
ページにてご確認ください。

たいけん

整理券は9:00より一斉配布します
～裏面の会場図を参照ください～


