平成 25 年 5 月 28 日
報道関係各位
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

「MIDTOWN ❤ SUMMER 2013」キッズイベント情報をお届けします

夏の東京ミッドタウンにはキッズ向けイベントが目白押し!!
今年の夏は、デザインやアートを体験しよう
～ワークショップや写真教室など親子で楽しめるイベントが盛りだくさんです～
東京ミッドタウンでは、今夏、様々な施設でキッズ向けの体験型イベントを実施いたします。お父さんやお母さん、
おじいちゃん、おばあちゃん、お友達と一緒に楽しめるイベントが盛りだくさんです。今年の夏は、東京ミッドタウンで
楽しい思い出をつくってみませんか。

1. 「MIDTOWN ❤ SUMMER 2013」 ＜なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン＞
東京ミッドタウンでは、平成 25 年 7 月 19 日（金）から 9 月 1 日（日）までの期間、豊かな緑に囲まれて夏を満喫い
ただく恒例の夏イベント『MIDTOWN ❤ SUMMER 2013』（ミッドタウン ラブズ サマー）を開催いたします。今年は
「なつやすみ キッズが楽しむミッドタウン」と題して、東京ミッドタウン各所で、親子で楽しめる様々なキッズプログラム
を開催します。

【ぺたぺたひろば】
「ぺたぺたひろば」は、東京ミッドタウン内に設置した「ぺたぺたポイント」を回遊しながら、スタンプを自由に台紙に
押していく毎年恒例のスタンプラリーです。今年は、「アスレチックひろばで遊ぶ動物たち」をテーマに開催。
全て集めると、オリジナルの景品がもらえます。
【期

間】

7 月 19 日（金）～9 月 1 日（日）

【時

間】

11：00～18：00

【場

所】

東京ミッドタウン全域

【料

金】

無料

【対

象】

中学生以下

【主

催】

東京ミッドタウン

▲ぺたぺたひろばロゴ

【デザイン・アートであそぼう！～夏のわくわくワークショップ～】（体験・ワークショップ）
子供たちが、体験・ワークショップ形式で「アート、デザイン」を切り口にさまざまな創造をして自由に楽しむプログラム。
昨年は 9 日間で約 3,600 組が参加した大人気プログラムです。事前予約の必要がないので、その場で気軽に参
加できます。お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、友達といっしょに参加できるので、夏の思い出づく
りに最適です。また、東京ミッドタウンが毎年開催している「Tokyo Midtown Award」のアートコンペ受賞者による特別
ワークショップも開催予定です。
【期

間】

8 月 10 日（土）～8 月 18 日（日）

【時

間】

11：00～19：00

【場

所】

アトリウム

【料

金】

素材によっては有料

【主な対象】

未就学児～小学生

【主

東京ミッドタウン

催】

▲イメージ

※事前予約制ではなく、その場で気軽に参加できます
〒107-6205 東京都港区赤坂 9－7－1 ミッドタウン・タワー5F

▲イメージ
Tel：03-3475-3141／Fax：03-3475-3144

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

【ワークショップ例①】
■みんなでつくる大きな夏のステンドグラス
アトリウム一面のガラスをつかって、大きなステンドグラスのような作品をつくります。テーマは夏。半透明のセロファン
を虫や動物、山などの夏の風物詩の形にして、ガラス面をいろどります。
【期

間】

8月10日（土）～8月18日（日）

【料

金】

無料

【主

催】

東京ミッドタウン

【企

画】

CANVAS
▲実施イメージ

【ワークショップ例②】
■ファーバーカステル・プチ・アトリエ

自身もファーバーカステル社の鉛筆を愛用していた画家のヴィンセント・ヴァン・ゴッホの名画『アルルの部屋』を
立体的に再現し、部屋に隠された仕掛けや説明をガイドに、楽しみながらゴッホや名画に触れ合うことができる展示
で、ファーバーカステル社の画材を自由に使って思い思いの『アルルの部屋』を描く（塗る）ことができるイベントです。
このユニークなイベントは、アートディレクターの結城昌子氏が 15 年に渡り朝日
子 供 新 聞 内 の自 身 のコーナーで展 開 している「遊 んでアーティスト・名 画 に
挑戦！」のエッセンスを取り入れたもので、名画との楽しい付き合い方を紹介する
活動の一環です。
【期

間】

未定

【時

間】

未定

【場

所】

アトリウム

【主

催】

DKSH ジャパン株式会社（ファーバーカステル社の総代理店）

【お問合せ先】

▲イメージ

03-5413-0300（ファーバーカステル東京ミッドタウン）
※上記以外にも様々なワークショップの実施を予定しております。

【夏休みミッドタウン探検】
お子様を中心に、環境の取組や普段は入れない東京ミッドタウンの裏側を紹介する見学ツアーです。天気が良け
れば特別に屋上もご案内いたします。
【期

間】

8 月 10 日（土）、8 月 12 日（月）

【時

間】

10：30～12：00（所要時間90分）

【場

所】

東京ミッドタウン全域

【料

金】

無料 ※要事前申込

【定

員】

各日 15 名（小学校高学年とその保護者）

【申込方法】

▲昨年の実施風景

7月中旬より東京ミッドタウンオフィシャルサイトにて受付
（応募者多数の場合は抽選）

【主

催】

東京ミッドタウン

※一般のお問合せ先: 03-3475-3100 （東京ミッドタウンコールセンター）
※プレスの方のお問合せ先: 03-3475-3141（東京ミッドタウン PR 担当）、03-4580-9101（株式会社プラップジャパン）

〒107-6205 東京都港区赤坂 9－7－1 ミッドタウン・タワー5F

Tel：03-3475-3141／Fax：03-3475-3144

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

2. 東京ミッドタウン・デザインハブ ： 「東京ミッドタウン・デザインハブ・キッズウィーク 2013」
（デザイン・ものづくりをテーマにしたこども向けワークショップ）
デザインの情報発信拠点である東京ミッドタウン・デザインハブ（構成機関：公益財団法人日本デザイン振興会、
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会、武蔵野美術大学デザイン・ラウンジ）では、「東京ミッドタウン・
デザインハブ・キッズウィーク 2013」を 8 月 1 日（木）から 8 月 10 日（土）まで開催します。
期間中は、「デザイン」や「ものづくり」をテーマにしたこども向けのワークショップを連日開催。企業デザイナー
が先生役となって実施するものづくり体験型プログラムのほか、アーティストと一緒に楽しむプログラムなど、
デザインハブならではのオリジナルワークショップが満載です。親子でご参加いただけるプログラムも開催。みな
さまのご参加をお待ちしております。
【期

間】 8 月 1 日（木）～8 月 10 日（土）

【時

間】 プログラムによる

【場

所】 ミッドタウン・タワー5 階 東京ミッドタウン・デザインハブ

【主

催】 東京ミッドタウン・デザインハブ

【お問合せ先】 東京ミッドタウン・デザインハブ事務局
TEL:03-6743-3776

▲実施イメージ

E-mail: info@designhub.jp

※プログラムの詳細や開催日時は、順次ウェブサイトにて発表します。 http://www.designhub.jp/

3. フジフイルムスクエア ： 「写真で楽しむ 科学のふしぎ」
（写真展とワークショップ）
「科学写真」と聞くと、難しそうなイメージがありますが、私たちの身の回りにあるものでも、少し工夫をすると、
面白くて不思議な写真を撮影することができます。写真にも密接な光と色、虫眼鏡や顕微鏡の世界、動きを止め
た瞬間の世界など、いろいろな身近な自然現象をカメラを通してみると「面白い色と形」をしていることがわかります。
写真展では、その不思議な写真をご覧いただき、ワークショップでは実際に自分で撮影できる企画です。
【期

間】 写真展：8 月 16 日（金）～8 月 29 日（木） 10：00～19：00 （最終日 16：00 まで･期間中無休）
ワークショップ：8 月 17 日（土）・23 日（金）・25 日（日）

【場

各日 2 回 10:30～12:30／14：30～16：30

所】 FUJIFILM SQUARE（フジフイルムスクエア）

【ワークショップ詳細】
■～親子で楽しむ写真教室～ 「 科学写真 」 撮影会
（講師）伊知地国夫

（参加費）無料

（参加申込）ハガキでの事前申込制 定員各 30 名
※申込多数の際は、抽選となります
※参加申込締め切り：7 月 25 日（木）必着
（対象）小学生

▲実施イメージ

（主催）富士フイルム株式会社
【お問合せ先】
富士フイルム株式会社 宣伝部 担当 ： 倉富二（くらふじ） TEL 03-6271-3351

〒107-6205 東京都港区赤坂 9－7－1 ミッドタウン・タワー5F

Tel：03-3475-3141／Fax：03-3475-3144

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

