5F

セミナールーム A・B

を行うことができます（定員 48 名）。A・B
の仕切りを外せば最大 120 名収容（机使

生活工房受付

ワークショップルーム A・B

「A」はキッチンや調理器具などを備えた

さまざまなワークショップを開催します。

ものづくり スペース。「B」は可動パネ
ルにより多様な展示に対応したスペース。

市民活動支援コーナー

ンピース 」。spoken words project
のデザイナー・飛田正浩氏を講師に迎
え、〈14 歳の 私〉をワンピースに記録
するワークショップです。

世田谷で活動する市民活動団体のため、
打合せや作業スペース、プリンタや印刷
機などを備えています。

制作 1 日目は、自分の好きなもの・
ことについて、講師と語り合います。う

特設ジオラマを使って映像作品を上映。

八角堂

れしい、楽しい、時に切ない ……折り

上映スケジュールはホームページでご確
認下さい。（中面も参照して下さい）

紙をつかって、14 歳の気持ちを色や形
に表し、デザインの下絵をつくります。

◦トイレにはおむつ交換台があります。個室にチャイルドシートはありません。
◦ 5F には授乳室、3F の多目的トイレにはオストメイト用設備を備えています。

2 日目からは、型紙をつくり、インクを
調合して布にプリントしていきます。

施設のご利用について 詳しくは生活工房ホームページをご覧ください。

集 中して制 作 する 3 日 間。1 人 1 人
の 心 模 様が 輪 郭をもちはじめる瞬 間

アクセス

世

ック
パブリ
ー
シアタ

房
生活工

茶屋駅

三軒

通 り
茶 沢

東急

田谷 線

三茶

パテ
ィオ

（地

下通

東急

路）

田

市
園都

線

渋

屋駅

茶
三軒

号
2

4

6

写真協力：ゆかい

東急世田谷線

道

東急・小田急バス

「三軒茶屋」駅 直結

N

国
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「三軒茶屋」停留所そば

東急田園都市線「三軒茶屋」駅

PICK UP

1

三茶パティオ口 徒歩 5 分

には、大人がドキッとするような美しさ

が聴き親しんだのは、まるでおもちゃのような、小さなポータブ

があります。

ル・レコード・プレイヤーでした。市井の人々が音楽を楽しむ

「日々に咲く感情の花」「あつめる」

機器として、作り捨てのように大量生産され、時代とともに使

など、タイトルをつけて完成した布は、

い捨てられてきた、時代の徒花のような製品です。しかし現

工場でワンピースに仕立て、参加者に

代の目で見てみると、小さなハコにいろいろな機能（ラジオ、

届けられます。

カセットからエコー、リズム・ボックス、鍵盤まで）を詰め込む

最後は、ワンピースを身にまとっての

ことで、デザイン的にも面白く、フォルムだけでも楽しめるよう

撮影会。写真家・池田晶紀氏と一緒

な製品も数多くあります。オーディオメーカーだけでなく、電

に、撮る・撮られる、の両方を体験しな

気メーカーはもちろん、おもちゃメーカーや、時には重工業の

がら、笑いあふれる撮影会をおこない

会社まで、幅広い業種が手がけた手軽なレコード・プレイヤー

ます。今年はどんな素敵な作品が生ま

には、高度成長期の日本人のさまざまなアイディアやデザイ

れるのでしょうか。

ン性が活かされています。
本展では、日常の音楽風景を彩ったオモシロかわいいプレ
イヤーを 100 種以上展示。持ち主である高円寺「円盤」の田
口史人氏による解説とともに紹介します。

（公財）せたがや文化財団 世田谷文化生活情報センター 生活工房
〒 154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー
TEL 03-5432-1543／FAX 03-5432-1559

http://www.setagaya-ldc.net/
@setagaya_ldc
生活工房

WORKSHOP

クラシー& カワルンが
レポートする
特集ページもみてね！
クラシー

Design: Nakazo Katayama

見ても楽しいプレイヤー
1960〜80 年代にかけてのレコード全盛期。日本人の多く

お問い合わせ

website
twitter
facebook

写真：高見知香

や、自分自身と向き合う真剣なまなざし

谷→

り
谷 通
世 田

バス停
バス停

暮らしがかわる︒

トピックで紹介するの は「14 歳のワ

自の視点で提案・発信する展示スペース。
新たな発見が暮らしを彩ります。

3F

2F

活工房は、幼児〜中学生を対象とした

生活や文化に関する様々なデザインを独

生活工房ギャラリー

2

もうすぐやってくる夏休み、今年も生

用時は 108 名）。

4F

PI C K U P

14歳の私

音響・映像設備を備え、講習会や会議

カワルン

※詳細は中面をご覧ください

14 歳のワンピース
7.22 23 24 10:00〜17:00［制作］
8.20 13:00〜17:00［撮影会］
（金）

（土）

（土）

会場：ワークショップルーム A・B

（日）

EXHIBITION

※詳細は中面をご覧ください

日本のポータブル・レコード・プレイヤー展
会場：生活工房ギャラリー
7.30
8.28 9:00〜20:00
（土）

（日）

入場無料

［企画制作・アートディレクション］田口史人（円盤／リクロ舎）／軸原ヨウスケ（COCHAE）

イベントガイド

みる しる つくる

施設案内

A

14 歳のワンピース

7.22（金） 23（土） 24（日） 10:00〜17:00［制作］
8.20（土） 13:00〜17:00［撮影会］

世田谷アートフリマ つながり展 2016
9.4
9.25
（日）

9:00〜20:00

（日）

会場：ワークショップルーム A・B

過去の展覧会より

14 歳の心模様をデザインして布にプリントしま

（土）

（日）

入場無料

生活工房「市民活動支援コーナー」の日常的な活動について、さまざまな
登録団体が制作した作品やパネルを通して、紹介する展覧会です。
主催

市民活動支援コーナー

（土）

（日）

入場無料

対象
申込

関連プログラム

会場：ワークショップルーム B

展示中のプレイヤーを使ったレコード試聴会。本展の企画制作・出品者である田
口氏によるプレイヤー10 台の聴き比べをし、それぞれの個性を探ります。
トーク

申込

6 月 25 日より電話かメールにて

「100 Keyboads + 100 Portable Record Players」
2013 年より「100 Keyboards」、「100 Toys」といったキーボードやオモチャを駆使し
たライブを開催しているASUNA 氏。今回は田口史人氏所蔵のポータブル・レコード・
プレイヤー100 台とキーボード 100 台とのセッション・パフォーマンスを開催します。
ASUNA（音楽家）、田口史人（円盤／リクロ舎）
参加費 1,500 円／ 50 名（申込先着順） 申込 6 月 25 日より電話かメールにて

出演

共催

8.17
8.18（木） 19（金） 11:00〜15:00

対象

（水） 11:30 〜15:00

申込

※詳細は 7 月中旬に生活工房ホームページでお知らせします。

会場：ワークショップルーム A・B

世田谷で活動するおはなしの会が大集合！ 午
前は幼児向け、午後は小学生向けの内容です。
世田谷おはなしネットワーク
幼児〜小学生（親子でも参加可、幼児は保護者と参加）
参加費 無料 申込 不要、当日直接会場へ

子ども

ワークショップ

申込方法

往復ハガキに［ワークショップ名／氏名／学校名・学年／住所／
電話番号］を明記（B・C は希望日と希望回も明記）の上、各締切日
（必着）まで生活工房へお送りください。※ A のみメールでも応募
可。件名を「14 歳のワンピース」として info@setagaya-ldc.net へ

イシス編集学校（http://es.isis.ne.jp） 講師 森山智子（着物エディター／美容会社 SE）
男性限定（高校生以上の方） 参加費 4,000 円／25 名（抽選）
9 月 10 日（必着）までに往復ハガキかメールにて

森・里・海の連環による豊かな海づくり

「レリーフジオラマ」上映会
入場無料

会場：キャロットタワー2F・八角堂

自然の営みと人の関わりを紹介する映像作品
（約 5 分）を上映します。上映スケジュールや詳
細はホームページをご覧ください。

豊かなことばの世界

暮らしを豊かにすることばの世界を「朗読」を通して楽しむ講座です。NHK
日本語センターアナウンサーが、声の出し方、聞き手に伝えるための読み方
を丁寧に指導します。
1

水曜講座（午前） 〈名作を読む〉

6.29（水） 7.6（水） 13（水） 27（水） 各回 10:30〜12:30

講師：岩井正（NHK 日本語センター） 作品：夏目漱石著『坊っちゃん』

2

木曜講座（午後） 〈はじめての朗読〉

7.7（木） 14（木） 21（木） 28（木） 各回 13:30〜15:30

講師：秋山隆（NHK 日本語センター） 作品：夏目漱石著『三四郎』

※着付け教室ではありません

おはなしいっぱい

対象

朗読講座

3

金曜講座（午後） 〈はじめての朗読〉

7.8（金） 15（金） 22（金） 29（金） 各回 13:30〜15:30

講師：金野正人（NHK 日本語センター） 作品：夏目漱石著『こころ』

会場：セミナールーム
受講料（4 回分）：一般 20,500 円、せたがやアーツカード会員 18,500 円／15 名（先着）
問・申込：
（一財）NHK 放送研修センター
TEL. 03-3415-7121（受付時間 9:00〜18:00） HP http://www.nhk-cti.jp/

SEMINAR

会場：ワークショップルーム B

小柳貴衛（東京工芸大学アニメーション学科 助教） 対象 小学 3 年生〜中学生
500 円／各日 20 名（抽選） 申込 8 月 10 日（必着）までに往復ハガキにて

共催

※募集要項など詳細はホームページでご確認ください。

WORKSHOP

8.14（日） 15:00〜18:00

日本の服飾である《着物》について理解を
深めるワークショップ。女性以上に男性に
とっては縁遠い着物の世界。どんなふうに
着物を選び、着こなせばいいのかがわからないという人も多いはず。自分の
「好き」「好み」を活かして、自在に着物を着こなし、編集できるようになる
目からウロコの 2 日間です。着物を着てみたいという初心者から、ひと味違
う着こなしをしたい方まで、男性ならどなたでもご参加ください。

参加費

※プログラムの詳細はホームページ参照

（日）

会場：ワークショップルーム A

EVENT

ASUNA ＋田口史人パフォーマンス

（日）

第 5 回 世田谷区芸術アワード
飛翔 作品（企画）募集！
世田谷区とせたがや文化財団では、文化・芸術分野で活躍する優秀な人材
の育成を目的として、
〈生活デザイン〉
〈舞台芸術〉
〈音楽〉
〈美術〉
〈文学〉
の 5 つの部門を対象に、次代を担う35 歳以下の若手アーティストを奨励・支
援します。生活工房では〈生活デザイン〉部門を募集します。
応募締切：2016 年 9 月 9 日（金）

SEMINAR

講師

着物 編集ワークショップ
9.25 10.2
10:00〜12:30 ※ 2 回完結

世田谷を舞台にした物語を考えてアニメーション
をつくり、スタジオ収録もしてニュース番組に仕
上げます。

D

田口史人（円盤／リクロ舎）
参加費 1000 円／ 20 名（申込先着順）

世田谷ロケハンアニメーション in NHK 技研

7 月 31 日まで ※定員になり次第、受付を終了します。
remo［NPO 法人記録と表現とメディアのための組織］ 申込 電話かメールにて

（日）

男性のための 自分の「好き」を着こなす

会場・共催：NHK 放送技術研究所（世田谷区砧 1-10-11）

出張円盤レコード寄席

7.31（日） 15:00〜16:30

NNNNY、木原佐知子（sunshine to you! ）、金箔寺、多田玲子、
ひがしちか（Coci la elle ）、藤谷香子（快快）、monyomonyo
小学 1 年生〜中学生 参加費 1000 円／各回 20 名（抽選）
7 月 22 日（必着）までに往復ハガキにて

8.24（水） 25（木） 10:00〜17:00 ※ 1 日完結

写真：高見知香

企画制作

ものづくりの祭典 。手作りの雑貨やアク
※出展者募集は 7 月中旬より下記の
セサリー、クラフト作品の販売やその場で アートフリマ公式ホームページにて。
体験できるワークショップも。お気に入りを 詳細も同ホームページをご覧ください。
探しに遊びにきてください！
http://artfleama.net/

※各回完結

8ミリフィルムを探しています。

募集期間

2 日間で約 160 組のアーティストが集まる

布をはったり、シルクスクリーンでプリントした
り ?! ななめがけできるオシャレなバッグをつく
ります。
講師

（土）

会場：セミナールーム A・B
ワークショップルーム A・B
市民活動支援コーナー

夏休みをいれるバッグをつくろう！

① 12:30〜13:30 ② 14:00〜15:00
③ 15:15〜16:15 ④ 16:30〜17:30
会場：ワークショップルーム A・B

C

全盛期。日本人の多くが聴き親し
んだのは、まるでおもちゃのような、
小さなポータブル・レコード・プレイ
ヤーでした。本展では、日常の音楽
風景を彩ったオモシロかわいいプレ
イヤーを 100 種以上展示。持ち主
である高円寺「円盤」の田口史人氏
による解説とともに紹介します。

4,000円／15名（抽選）

8.6（土） 7（日）

会場：生活工房ギャラリー

1960 〜 80 年代にかけてのレコード

参加費

WORKSHOP

EXHIBITION

日本の
ポータブル・レコード・プレイヤー展
7.30
8.28 9:00〜20:00

B

spoken words project 飛田正浩 対象 中学2年生女子
7 月 8 日（必着）までに往復ハガキかメールにて

世田谷アートフリマ vol.26
9.17 18 11:00〜17:00
NEWS

会場：生活工房ギャラリー

講師
申込

EVENT

EXHIBITION

市民活動支援コーナーの日々展 2016
6.25
7.24 9:00〜20:00

す。布は工場でワンピースに仕立て、完成後に
はそれをまとって撮影会も行います。

穴アーカイブ：an-archive
かつての町並みや暮らしぶりが記録された
映像（8ミリフィルム）を、地域の公共財とし
て公開・活用していくプロジェクト。フィルム
をお持ちの方は、ぜひご提供ください。現
在、とくに昭和 30 年代の映像を募集中。選
別・デジタル化された映像は、DVD にして提
供者に無料でお渡しします。

入場無料

会場：生活工房ギャラリー

春と秋の恒例イベント、
「世田谷アートフリ
マ」
。本展は世田谷アートフリマとゆかりの
ある、さまざまな作家が集うグループ展です。

※ 4 日間で完結（初日は必ずご参加ください）

EVENT

夏の子どもワークショップ 2016

EXHIBITION

月の生活工房

WORKSHOP

7・8・9

ワークショップ／セミナーの申込方法
●電話 03-5432-1543
●往復ハガキ／メール［希望イベント名・希望日・住所・氏名・年齢（学生
は学年も）・電話番号を明記の上、下記宛先まで］
ハガキ：154-0004 世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 生活工房宛
メール：info@setagaya-ldc.net（件名に希望イベント名を明記）

