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※ワークショップの後は、絵本やおもちゃで自由に遊べます。（お昼ごはん、飲み物持ち込み可。ワークショップ終了～14：00頃まで。）
※障がいのあるお子さんや、日本語の話せないお子さん、ご家族も歓迎します。配慮が必要な方は、お申込みの際にお書きください。

全プログラム共通

ぞうしがや こどもステーションは、豊島区文化デザイン課とNPO法人芸術家と子どもたちが運営しています。　
子どもや親子を中心に地域の人々がアートを通して交流する場をつくります。
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ぞうしがや こどもステーション　TEL / 070-6474-5838

NPO法人芸術家と子どもたち　  TEL / 03-5906-5705

イベント開催日

平　　日

zoshigaya-ksta＠children-art.netEmail

お問合せ

定　員

参加費

各回10組（要予約・先着順）

レギュラークラス 親子1組（大人1名・子ども1名）につき500円/1回（家族1名追加ごとプラス200円）
えんげきシアター 親子1組（大人1名・子ども1名）につき800円/1回（家族1名追加ごとプラス200円）

※「親子で楽しむえんげきシアター」は15組

※「読んで遊んでえほんの会」は、追加の家族が1歳以下の場合は無料です。※当日精算

※えんげきシアター「夜空にはしごをかけて」のみ、4/9（月）12:00よりお申込み受付開始。それ以外は随時受付中。
申込み インターネットのお申込みフォームに必要事項を記入して送信してください。

申込みフォーム http://www.children-art.net/zoshigaya-ksta/book/

カレンダー

入手杏奈の親子でからだあそび

港大尋と世界のフォークロアを歌おう

4月～6月
2018年

主催：豊島区、特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち

7月以降の予定は、
順次ホームページで
お知らせします。

参加者募集!親子・家族
向けワークショップ

ぞうしがや こどもステーション　
http://www.children-art.net/zoshigaya-ksta/

〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3-1-7千登世橋教育文化センターB1F
東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅 2番出口 直結  / 都電荒川線「鬼子母神前」駅より 徒歩2分

「ぞうしがや こどもステーション」は、子育て中の親子・家族がいっしょに楽しめるあそびのスペース。

 世界中の歌をうたい、楽器をかなで、おどり、絵本にふれ、そしてお芝居まで、

ワークショップやライブを気軽に楽しみましょう！

 やんちゃな子もおとなしい子も、表現することが好きな子も苦手な子も、障がいのある子もない子も、

いろんなことばを話す子も、みんなでゆったりハッピーなひとときをすごしましょう！

夜空にはしごをかけてげ き

ダンス

片岡祐介と、あそび楽団！即 興

う た 読んで遊んでえほんの会えほん
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English・中文・한국어・Tagalog
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※お申込みの受付は、4/9（月）12:00より開始します。

のプログラム4 6
April June

親子で楽しむ えんげきシアター
Family
Theater

赤ちゃんからOK!

for families with children ages 0-6

対 象 赤ちゃんから就学前くらいまでの子どもとその家族

時　間 11：00～12：00

開催日 2018/ 4/21（Sat） 5/19（Sat） 6/16（Sat）

楽器やおもちゃ、音あそびやからだあそびを楽しく取り入れて、
絵本の世界を広げます。

えほんの会 読んで遊んでえほんの会 Picture Books Workshop

Folk Songs Workshop港大尋と世界のフォークロアを歌おううたの
クラス

A ladder into the night sky夜空にはしごをかけて
オリジナルお芝居上演＆光る星づくり

for families with children ages 4-12

対 象 4歳から小学生くらいまでの子どもとその家族

時　間 11：00～12：00

開催日 2018/ 4/8（Sun） 5/20（Sun） 6/24（Sun）

for families with children ages 4-6

対 象 4歳から就学前くらいまでの子どもとその家族

時　間 11：00～12：00

開催日 2018/ 4/15（Sun） 5/13（Sun） 6/10（Sun）

for families with children ages 3-12対 象 3歳から小学生くらいまでの子どもとその家族

ジャズやブルース、ボサノバ、アフリ
カのリズム、世界の民謡、アーティ
ストのオリジナル曲など、子どもも
大人も一緒になってみんなで歌って
楽しみましょう。

・ぶんぶんぶん(童謡・ドイツ民謡)
・アルプス一万尺(手遊びうた・アメリカ民謡)
・ケチャ(インドネシア)
・てぃんさぐぬ花(沖縄のうた）
・アリラン(韓国民謡)
・喜びの歌(ベートーベン作曲)
・アメイジング・グレイス
 

定期的にあつまって、みんなで音楽やダンスを楽しみましょう！
リピーターの方はもちろん、1回だけの参加の方でも楽しめる内容です。

月１回 レギュラークラス月１回 レギュラークラス

for families with children ages 4-12

対 象 4歳から小学生くらいまでの子どもとその家族

時　間 11：00～12：00

開催日 2018/ 4/28（Sat） 5/12（Sat） 6/17（Sun）

ジャンベやピアノ、木琴やグロッケ
ン、おもちゃ楽器etc…親子で楽器
を自由に鳴らして即興演奏を楽し
みます。楽器経験がない人、楽譜が
よめない人、大歓迎！

Music Ensemble片岡祐介と、あそび楽団！即興演奏の
クラス

げ き

構成・出演：渡辺麻依・佐藤円

町はずれに住む魔女は、夜空の星があまりにきれいなので、どうしても一つ欲
しくなりました。ある夜、みんなが寝静まったころ、こっそり空にかけたはし
ごを登っていきました…
星、月、魔女、夜。ドロップの好きなものを集めたオリジナルのお芝居です。
星は一つとして同じものはありません。自分だけの「光る星」を前半のワーク
ショップで作って、お芝居に参加しよう！

※動きやすい服装でご参加ください。

Dance Workshop入手杏奈の親子でからだあそびダンスの
クラス

ふれ合いながら親子で楽しくからだを動かします。まねっこしたり、からだでおしゃべりしてみたり。
大人も子どももまざって、いろんな動きをやってみましょう！

リピーターもはじめての方も大歓迎!

港 大尋（みなと おおひろ）
音楽家・
シンガーソングライター

アーティスト ピアノ・ギター・パーカッションなど様々な楽器を演奏し、自身のバンドの他、シンガーソングライターとして
も活動。作曲家として合唱曲・劇音楽・CMなどに多数提供。音楽協力は、オペラシアターこんにゃく座や映
画「パッチギ！」（監督/井筒和幸)など多数。東京芸術大学などで講師を勤め、ワークショップも多数行う。 片岡 祐介（かたおか ゆうすけ）

打楽器奏者・
即興演奏家

アーティスト 東京音楽大学で打楽器を学ぶ。岐阜県立聾学校非常勤講師などで、耳の不自由な子どもたちの音楽授業を受け持
つ傍ら、コンサートなど幅広い演奏活動、即興演奏のワークショップや音楽療法士のための実践的な講座も全国
で開催。06年にはNHK教育テレビの幼児向け音楽番組「あいのて」に出演。

えぽんず
絵本ワークショップ集団

アーティスト 「読んで遊んでえほんの会」から生まれたオリジナルユニット。メンバーは、俳優、ダンサー、音楽家など、さまざまなアー
ティストで構成されている。「えほんの会」は豊島区のにしすがも創造舎で2006年にスタートし、閉館までの10年間で
154回開催。その後2017年にぞうしがや こどもステーションで復活。入手 杏奈（いりて あんな）

振付家・ダンサー
アーティスト

ドロップ 演劇ユニット

アーティスト

幼少よりクラシックバレエを学ぶ。コンテンポラリーダンスを木佐貫邦子に師事。ソロ作品の発表や、演劇作品へ
の振付、音楽PV(YUKI、ポルノグラフィティ、スキマスイッチ等)への振付・出演等を行う。幅広い年齢を対象に
ワークショップも多数行う。第一回ソロダンサフェスティバル2014最優秀賞受賞。桜美林大学非常勤講師。

など。

こんな歌を
ゆったりと歌います。

開催日 2018/ 5/27（Sun） 時　間 11：00～12：15（上演時間およそ30分）
スタッフ日記もブログで更新中！

http://www.children-art.net/staffblog/

プロのアーティストならではの、
子どもの表現力を刺激する
すばらしい内容でした。

自由な発想とルールで、
親子ともに楽しめました。

ただただ、楽しかった！

障がいのある子でも
気軽に参加できてうれしいです。

参加者の
こえ

（アンケートより） いつも、参加者みんなとつくりあげていく
あたたかな雰囲気で楽しいです。


