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30 「RGB光と遊ぼう」「あなたの瞳にハートを！」
10：00▶16：00

29 だれも見たことのない生き物をつくろう
12：00▶14：00

31 校庭にお絵描きしよ！
14：00▶16：00

36  ミュージッククラウン
12：50▶13：20

32 ペットボトルLIVE
13：40▶14：00

27 スタジオジブリの名曲①
13：30▶14：15

28 スタジオジブリの名曲②
14：40▶15：25

33 「風の子バザール」
11：10▶12：10

34 マジック鑑賞
14：30▶15：00

21 三味線①
10：20▶11：20

22 三味線②
11：50▶12：50

23 お囃子
13：00▶13：40

24 きっず落語
14：00▶15：00

26 日本舞踊
14：20▶15：20

15 舞台衣裳①
10：10▶10：50

16 舞台衣裳②
11：30▶12：10

18 ペットボトルオーケストラ
12：50▶14：00

14 バレエ（経験者）
14：40▶15：40

13 バレエ（未経験者）
13：30▶14：20

11 妖怪絵巻づくりに挑戦!①
10：00▶11：30

12 妖怪絵巻づくりに挑戦!②
11：50▶13：20

09 ウィッグ制作①
13：30▶14：30

10 ウィッグ制作②
15：00▶16：00

07 アクション②
11：10▶12：10

06 アクション①
9：50▶10：50

05 「ぼくのペットはグチャグチャペット」
10：00▶10：45

08 「マジカルサウンドキャンプ」
10：30▶16：00

03 「かえるくん・かえるくん」
10：00▶10：45

04 「かえるくん・かえるくん」
15：00▶15：45

02 「バオバブライブ」
11：30▶12：10

01 「チリンとドロンのコンサート」
10：00▶10：40

25 雅楽
14：00▶15：00

19 能楽①
9：50▶10：50

20 能楽②
11：10▶12：10

17 マジックワールド
12：10▶13：00

35 ファミリー寄席
15：30▶16：30

◦東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅【出口2】より徒歩約6分
◦都営大江戸線「都庁前」駅【A5】より徒歩約7分
◦JR「新宿」駅西口より徒歩約15分

建設中

会場 芸
げい

能
のう

花
か

伝
でん

舎
しゃ

（西新宿6-12-30 
旧淀橋第三小学校）

対象 乳幼児から大人

主　　催●�芸団協・芸能花伝舎　日本芸能実演家団体協議会／芸術家のくすり箱／新国立劇場演劇研修所・バレエ研修所／全国専門人形劇団協議会／日本アコーディオン協会／日本映画テレビ照明協会／日本映画俳優協
会／日本演出者協会／日本音楽家ユニオン／日本劇団協議会／日本児童・青少年演劇劇団協同組合／日本照明家協会／日本青少年音楽芸能協会／日本俳優連合／日本バレエ団連盟／落語芸術協会（50音順）

　　　　　新宿区（文化体験プログラム）
後　　援●文化庁（申請中）／東京都（申請中）／淀橋町会／新宿区教育委員会／新宿子ども劇場／東京青年会議所新宿区委員会／東京商工会議所新宿支部
企画協力●�蒼い企画／井上バレエ団／ヴィヴィアン佐藤／神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会／河合塾 美術研究所 新宿校／観世九皐会（矢来能楽堂）／CAN青芸／清元協会／劇団風の子／佐藤美術館／新国立劇場／ソニ

カ ソラソレ堂／チリンとドロン／人形劇団ひぽぽたあむ／ペットボトル・オーケストラ実行委員会／日本奇術協会／日本舞踊協会／伶楽舎／ロマン・ストリングス・オーケストラ（50音順）
出店協力●西新宿商店会／西新宿みのり商店会／元淀商店会／東京土建新宿支部新都心分会

2017年5月5日
［金・祝］開場9：30

 9：50〜16：30

新宿区と芸団協が文化協定を結び、2005年から運営している芸
能文化施設です。旧淀橋第三小学校を改装した11の創造スペー
ス（稽古場や会議室）では、演劇や音楽、舞踊などの稽古やワー
クショップなどが実施され、テレビ等の撮影場所としても活用さ
れています。また、芸能関連団体の事務所や、新国立劇場演劇研
修所などが入居しており、年間で17万人もの人々が訪れる、まさ
に、芸能文化を通じた交流の拠点となっています。

楽しい美味しい屋台
淀橋町会や地域の商店会による、焼きそばやフ
ランクフルトなどのお店がずらりと並びます！

全国各地から届いた
こいのぼりを校庭いっぱいに！
ご家庭に眠っている
こいのぼりを、随時
募集中です！

・ 着払で受け取ります（事
前にご連絡ください）。

・ 返却不要なものをお寄
せください。

ひまわりProjectTeamが
今年もやってくる！
重症心身障害児者の自立支
援活動を行う「NPO法人ひ
まわりProjectTeam」が今年
も出店します。かわいいオリ
ジナルのブレスレットや缶
バッチを身に着けて、みん
なで応援しよう！

神楽坂から「芸術体験ひろば」
に初登場！
神楽坂の人気ビストロパブ“ロイヤルスコッ
ツマン”が芸術体験ひろばに出張開店！

おいしいクラフトビールが飲めます！！

申込方法（事前申込マーク　　　のプログラム）

申込締切

お問い合わせ・お申し込み

申 込

①②③の必要事項を明記のうえ、ウェブサイト・ハガ
キ・E-mailのいずれかにてお申し込みください。

① 希望者の氏名・ふりがな・学年（未就学児は年齢）

② 希望プログラム名・時間
　（時間が重複しない場合は複数記入可）

③ 保護者（または代表者）の住所・氏名・電話番号

※記載モレは申込無効といたします。
※ 個人情報は本イベントのご案内に関してのみ使用いたします。
※ ハガキの宛先、メールの件名には「芸術体験ひろば申し込み」と必ず明記ください。

平成29年4月21日（金）必着・受信有効　結果は4月26日（水）頃にお知らせします。
※応募者多数の場合は抽選。定員に満たないプログラムは、締切後も芸団協ウェブサイトにてご案内いたします。
※混雑時は、一部会場において保護者（大人）の入場制限を行う場合があります。
※当日は広報・報道・記録のための取材が入ります。撮影された画像・映像は各種媒体に掲載される場合があります。予めご了承ください。
※内容が変更または中止になる場合があります。

「芸術体験ひろば」事務局
〒160-8374東京都新宿区西新宿6-12-30 芸能花伝舎2F 芸団協内
TEL：03-5909-3060（平日10時〜18時）

公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
http：//www.geidankyo.or.jp/

■ウェブサイト
http：//www.geidankyo.or.jp/12kaden/

■ハガキ
〒160-8374
東京都新宿区西新宿6-12-30
芸能花伝舎2F 芸団協内

■Eメール
hiroba55@geidankyo.or.jp

WEBサイトはこちら

当日はこんな
お楽しみもあるよ！

（一部、材
料費・参

加費が

かかるも
のがあり

ます）

参加費

無料
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マジックの
イリュージョンマジック

風の子
バザール
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ファミリー寄席
スペシャル



０
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３
歳
か
ら

ど
な
た
で
も

FLOOR�MAP

スペシャル

事前の申込が必要です
詳しくは裏面の申込方法をご覧ください。
※定員に空きがある場合は、当日参加可能です。

材料費・参加費がかかります
当日、各プログラムの会場でお支払いください。

整理券を総合案内で当日午前9時30分から配布します。

５
歳
か
ら

観世九皐会（矢来能楽堂）
レクチャーと体験。能面を掛けてみたり、お能
の演目「土蜘蛛」で使う、“蜘蛛の糸”を投げる
体験も！

時�間  ①9:50-10:50　②11:10-12:10
場�所  A4

能楽を体験
してみよう！

19
20

日本奇術協会
マジック体験。楽しいマジックを紹介！ 簡単
にできるマジックを覚えて、みんなでマジ
シャンになろう。

時�間  12：10-13：00
場�所  C1

ドルフィンの
マジックワールド17

ペットボトル・オーケストラ
実行委員会
ペットボトルでパーカッション「しゃかたん」
を作ろう！ リズムに合わせてバンドと演奏。
練習してウッドデッキで披露するよ！

時�間  12:50-14:00  場�所  C2

　ペットボトル・
オーケストラ18

11:10-12:10 

14:30-15:00 

15:30-16:30 

劇団風の子／日本児童・青少年演劇劇団協同組合
舞台は、とある国のバザール。そこで売られている布や
帽子、楽器などを使って、世界の楽しいお話をたくさん
演じます。さあさ、よってらっしゃい、みてらっしゃ〜い！ 
劇団風の子のホームページもご覧ください。

日本奇術協会
交換BOX、ジグザグのイリュージョン 
マジックを中心にパントマイムを取り
入れ、また、観客にステージに上がって 
頂き楽しくショーを進めて行きます。

落語芸術協会
毎年大好評の寄席企画。こどもの心を
ガッチリつかんではなさない！人気の
若手芸人が今年も登場します。

笑
しょう

太
た い

夢
む

マジックの
イリュージョンマジック34

ファミリー寄席
スペシャル35

佐藤美術館
江戸時代の古典妖怪を模写したり、オリジナ
ル妖怪を創作して、自分だけの巻物（絵巻）を
つくってみよう！（講師：木下千春／日本画家）

時�間  ①10:00-11:30　②11:50-13:20
場�所  B2

　 妖怪絵巻
づくりに挑戦！

11
12

 新宿区文化体験プログラム 
望月美都輔ほか／日本舞踊協会
いろんな楽器で演奏を盛り上げるお囃

はや

子
し

。太
鼓や鉦

かね

を打ってみて、音を出すわくわくを感じ
てみよう！

時�間  13:00-13:40　 場�所  A4

にほんの楽器、
お囃子体験！23

井上バレエ団／
日本バレエ団連盟
ピアノの生演奏にあわせて、みんなで楽しく踊ろう！

時�間  ①13:30-14:20（未経験者）
 ②14:40-15:40（1年以上の経験者）
場�所  B1a

生演奏で
バレエ体験

13
14

ヴィヴィアン佐藤
できあがるのは、妖怪？怪物！？自分だけの特
別なヘッドドレスを作っちゃおう！ヴィヴィアン
佐藤さんによるスペシャルワークショップ。

時�間  ①13:30-14:30　②15:00-16:00
場�所  A3

モンスターウィッグ
をつくろう！

 新宿区文化体験プログラム 
清元協会
音を出すのは意外とカンタン。みんなで合奏
にチャレンジしてみよう。

時�間  ①10:20-11:20　②11:50-12:50
場�所  B1b

三味線
ちんとんしゃん♪

21
22

新国立劇場
それぞれの世界観にあわせて作られるオペラの舞
台衣裳。デザイナーはどういう工夫をしているのか
な？本物の衣裳を着て、ポーズをとってみよう！
※着替えやすい服装でお越しください。
※撮影した写真は、私的利用のみとしてください。

時�間  ①10：10-10：50 ②11：30-12：10
場�所  A3

舞台衣裳の
世界を体験！

15
16

09
10

申 込 申 込 申 込 申 込

申 込

申 込 申 込

申 込

チリンとドロン
うたとコントラバス、シンプルですてきな音楽会。音
をきく、そしてふれあい
遊び、音楽の風にゆれ
て、やさしくて楽しいひと
ときを。

時�間  10:00-10:40
場�所  C2

チリンとドロンの
コンサート01

蒼い企画／日本青少年音楽芸能協会
やさしく響くビブラフォン、 
ギター、アコーディオン、ウクレ
レの音色に、なっちゃんの暖
かなスキャット♪ 緩やかな流
れの中で小さな人たちの好奇
心を育むライブです。

時�間  11:30-12:10
場�所  C2

なっちゃんとコージー
のバオバブライブ02申 込 申 込

申 込 整理券 円

500円 300円 200円

申 込 200円

　 風の子バザール33
申 込

1000円

 新宿区文化体験プログラム 
人形劇団ひぽぽたあむ／
全国専門人形劇団協議会
思わず手が出る美しい材料と道具。切った
り貼ったりちぎったりしている間にアララ！ 
誰も見たことのない生き物に！

時�間  12:00-14:00　 場�所  A1 
※出入り自由

29 だれも見たことのない
生き物をつくろう

ロマン・ストリングス・オーケストラ／
日本音楽家ユニオン
女性だけの弦楽奏者のグループです。みなさ
んがご存知のトトロや魔女の宅急便など、ス
タジオジブリの音楽の世界をお届けします。

時�間  ①13:30-14:15 ②14:40-15:25 
場�所  C1 

スタジオジブリの名曲を
親子で楽しもう

27
28

神楽坂まち飛びフェスタ実行委員会
神楽坂まち飛びフェスタの名物イベント、

「坂 にお 絵 描き」が 芸 術 体 験 ひろば に
やってくる！

時�間  14:00-16:00　 場�所  校庭
※出入り自由

校庭にお絵描きしよ！31
 新宿区文化体験プログラム 
日本映画テレビ照明協会
光の三原色〈ＲＧＢ〉のフシギを体験！大人気
コーナー”瞳に♥を！”も同時開催。デジカメや
携帯をご持参ください。

時�間  10:00-16:00　 場�所  A2
※出入り自由

RGB光と遊ぼう／
あなたの瞳に♥を！30

200円

日本アコーディオン協会
世にも珍しいミュージック・クラウン、音楽的
道化師みまによるクラウンショー！

時�間  12:50-13:20
場�所  ウッドデッキ

※出入り自由

みまのミュージック
クラウンショー36

ペットボトル・オーケストラ実行委員会
ペットボトルで作った楽器のライブ。ワーク
ショップに参加したお子さんたちが、演奏を 
披露します!プロミュージシャンによる演奏も!

時�間  13:40-14:00
場�所  ウッドデッキ

※出入り自由

ペットボトル・オーケストラ
LIVE32

神社で聞いた音？
雅楽の楽器25

 新宿区文化体験プログラム 
伶楽舎
1200年以上受け継がれてきた楽器、笙

しょう

、篳
ひち

篥
りき

、龍
りゅう

笛
てき

を奏でてみよう。まるで、平安貴族の気分？！

時�間  14:00-15:00　 場�所  B1b

 新宿区文化体験プログラム 
落語芸術協会
寄席ってどんな所？落語家が楽しくナビゲー
ト。おもしろいことや笑うことが好きな人は
必見！プロの落語と太神楽の実演つきです！

時�間  14:00-15:00　 場�所  B2

きっず寄席講座24

西川一右、藤間翔央ほか／日本舞踊協会
日本人らしい仕草がいっぱいの日本舞踊。浴
衣をきて、日本のリズムに合わせて踊ってみる
と・・・いつもと違う自分になれるかも！

時�間  14:20-15:20　 場�所  A4

おどるって楽しい！
日本舞踊26

申 込整理券 整理券 整理券 整理券

「新宿フィールドミュージアム」協議会の構成団体によるプログラム。「新宿フィール
ドミュージアム」は、新宿区内で開催される文化芸術イベントの情報を発信する新
宿区の事業です。企業・財団・文化芸術団体等、全85団体が「新宿フィールドミュー
ジアム」協議会を組織し、毎年10月1日から11月30日の2ヶ月間、特に集中的に新
宿の文化的な魅力を発信しています。多種多彩な文化芸術イベントを要チェック！
https://www.sfm-shinjuku.jp

人形劇団ひぽぽたあむ／
全国専門人形劇団協議会

「今日はとくべつなひ」だと野うさぎくんに聞いたか
えるくんが「とくべつ」を探しにでかけるお話「かえる
くんのとくべつな日」と、「かえるくんのあたらしいとも
だち」の2本立て。

時�間  
①10:00-10:45
②15:00-15:45
場�所  A1

日本俳優連合アクション部会
アクションは相手と心を合わせることが一番大事な

「演技」。キミもアクションヒーローになってみよう！

時�間

 ①9:50-10:50
 ②11:10-12:10
場�所  B1a

CAN青芸／日本児童・青少年演劇劇団協同組合
ある日、公園で出会ったふたり。なかなか友達にな
れません。でも、ペット自慢をしているうちに・・・。「と
もだちになってもい
いよ」って。おもしろく
て、あそび心いっぱい
の物語。

時�間  10:00-10:45
場�所  C1

(株)ソニカ ソラソレ堂
テントの中で体験する音の冒険アトラクション。音
のテントがみんなをいろいろなところに連れて行っ
てくれるよ！

時�間  10:30-16:00
場�所  校庭

かえるくん・
かえるくん

03
04

きみもアクション
スターになろう！

06
07

ぼくのペットは
グチャグチャペット05 　 マジカル

サウンドキャンプ08申 込 申 込

整理券

体
育
館
で

や
る
よ
〜
！


