2017 年 6 月 22 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

夏休みの自由研究に！親子でデザインやアートを体験！

「TOKYO MIDＴOＷＮ KIDS WEEKS 2017
～デザイン＆アートで楽しむ夏～」
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、2017 年 7 月 14 日（金）から 8 月 31 日（木）の間、
ご家族やお友達同士でご参加いただける体験型イベント「TOKYO MIDTOWN KIDS WEEKS 2017～デザイン
＆アートで楽しむ夏～」を開催します。
毎年人気の子供向けのスタンプラリーに加え、今年は新たに世界的なクリエイティブ機関「アルスエレクトロニカ」
と連携した子供から大人まで新しい視点に気づくことが出来るワークショップや自由研究にもいかせる展覧会など、
知的好奇心を育む様々なイベントをお楽しみいただけます。

Photo：Ars Electronica / Martin Hieslmair

TOKYO MIDＴOＷＮ KIDS WEEKS 2017
～デザイン＆アートで楽しむ夏～


New

未来の学校 powered by アルスエレクトロニカ 【2P】

デザインやアートを通じて、子供から大人まで未来のことを考え、新たな学びの場となるワークショップが
初登場します。

 みんなでつくろう日本の夏 【3P】
「夏」をテーマに、ワークショップ形式でデザインやアートを親子で楽しめるプログラムです。



New

キッズスタンプラリー ぺたぺたびじゅつかん～おもしろびじゅつワンダーランド 2017～ 【4P】

館内に設置されたスタンプを自由に押してオリジナルのうちわを完成させる人気のスタンプラリー。
今年は、サントリー美術館で開催する「おもしろびじゅつワンダーランド 2017」とコラボレーションします。
＜掲載時の一般の方のお問い合わせ先＞
■東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100
■東京ミッドタウン・オフィシャルサイト www.tokyo-midtown.com
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未来の学校 powered by アルスエレクトロニカ
「もしも展 -視点を変えてみる世界-」

NEW

東京ミッドタウンと世界的なクリエイティブ機関「アルスエレクトロニカ」の年間共同プロジェクトとして、
“未来の学校 powered by アルスエレクトロニカ”を開催します。デザインやアートを通じて、学校では教
えてくれない未来のことを考える新しい学びの場が登場します。
今回は「もしも展 -視点を変えてみる世界-」と題して、視点の変換を直感的に体験できるワークショップ
が登場します。ものごとを様々な視点から見る感覚を身につけることで、柔軟で独創性に富んだアイディア
が創出されるきっかけとなることを意図したイベントです。
【期
【時
【場
【料
【主
【協

間】
間】
所】
金】
催】
力】

8 月 18 日（金）～20 日（日）
11：00～18：00 ※予約不要
東京ミッドタウン館内
内容により異なる
東京ミッドタウン
アルスエレクトロニカ
Photo：Ars Electronica / Martin Hieslmair

▲イメージ

《アルスエレクトロニカとは》
アルスエレクトロニカは、オーストリアのリンツ市を拠点に40年近く「先端テクノロジーがもたらす新しい創造性と社会の未
来像」を提案し続けている世界的なクリエイティブ機関です。毎年開催されるメディアアートに関する世界的なイベント「ア
ルスエレクトロニカ・フェスティバル」は、芸術・先端技術・文化の祭典として知られています。
同イベントの実施の他、メディアセンターや美術館、博物館としての機能を持つ「アルス・エレクトロニカセンター」や、芸術や
技術の制作や研究を行なう施設「アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ」を通して、アート、テクノロジー、そして社会を繋ぐ
様々な出会いの場を創造し、それらを横断することで生まれる「未来」を具体的な形にして社会に提案しています。

《東京ミッドタウンとアルスエレクトロニカの取り組み》
東京ミッドタウンは2017年3月30日に開業10周年を迎えました。これからの10年に向けた新たな取り組みとして、アルスエ
レクトロニカとの共同プロジェクトを実施します。同機関との協働によって、より豊かで持続可能な未来の社会を形作るため
の様々なアイディアやイノベーションが次々と発信され、それに人々が触発されていく、東京ミッドタウンがその「場」となる
ことを意図しています。「未来の学校」は、未来の社会をイベント参加者とともに考えていくイベントです。今後、年間を通じて
このような取り組みを行なっていく予定です。



ワークショップ一例

「Everything」（エブリシング）
もしも、自分がてんとう虫だったら。もしも、自分が鳥だったら。
そして、もしも自分が惑星だったら。「Everything」は、原子から宇
宙まで様々なものの目線になって、視点の違いを体感できるゲー
ム作品です。美しい３次元コンピューター・グラフィックスの世界で
様々な視点に移動しながら、私たちを取り巻く世界を体験します。
【アーティスト】David OReilly (IE)
Photo: David OReilly

▲画面上の鳥をクリックすると
鳥の目線を体感できます（イメージ）

「SWITCH」（スイッチ）
人体感知センサーで人の動きを検知すると、絵が切り替わるお
絵かきボード「SWITCH」。「現在」と「未来」の2枚の絵を描き、そ
れを交互に表示させることで、自分の未来を考えるきっかけを作
ります。難しい電子回路は予め組み立ててあるので、子供でも簡
単に参加できます。
【アーティスト】Ars Electronica Futurelab （AT）
Photo: rubra
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▲人の動きを検知して、「現在」「未来」の
2 つの絵が切り替わります（イメージ）

みんなでつくろう日本の夏
「夏」をテーマに、親子で楽しむワークショップ。武蔵野美術大学の学生と「Tokyo Midtown Award」のアートコン
ペ受賞者による、アートやデザインに触れながら、もの作りの楽しさを体験いただけるワークショップです。
【期
【時
【場
【料
【主
【協



間】
間】
所】
金】
催】
力】

8 月 11 日（金・祝）～13 日（日）
11：00～18：00 ※なくなり次第終了 ※予約不要
プラザB1F 「無印良品」前
内容により異なる
東京ミッドタウン
武蔵野美術大学、
「Tokyo Midtown Award」 アートコンペ受賞者 尾花賢一
▲昨年の様子

ワークショップ 一例

「あおいで泳いでおさかなくん！」
さかなの形をしたうちわを選んで、自分だけのうちわを作るワークショップ。バチックというロウ染めの技法や色
紙を用いて自由に工作し、完成したうちわはお持ち帰りいただけます。
【日

程】

8 月 11 日（金・祝）

【時

間】

11：00～18：00

※なくなり次第終了 ※予約不要

【主な対象】

未就学児～小学 3 年生程度

【料

金】

無料

【企

画】

武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ

【出 展 者】

泳げおさかなくん
▲イメージ

「親子でつくろう！あつめてぺったんサマーリース」
夏のお部屋を爽やかに飾る「サマーリース」。夏の思い出になるような貝や魚から好きなパーツを選んでオリジ
ナルのサマーリース作りを親子でお楽しみください。
【日

程】

8 月 11 日（金・祝）

【時

間】

11：00～18：00

※なくなり次第終了 ※予約不要

【主な対象】

未就学児～小学 3 年生程度

【料

金】

無料

【企

画】

武蔵野美術大学 デザイン・ラウンジ

【出 展 者】

年中無休のサンタクロース
▲イメージ
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キッズスタンプラリー ぺたぺたびじゅつかん
～おもしろびじゅつワンダーランド2017～

NEW

館内 6 ヶ所に設置されたスタンプを自由に押して、オリジナルのうちわ
を完成させる子供向けのスタンプラリー。
今年は、サントリー美術館で開催する「おもしろびじゅつワンダーランド
2017」の展示作品に登場する動物や模様がスタンプになって登場しま
す。完成した台紙は自分だけのうちわとして、持ち帰ることができます。ま
た、館内のスタンプを全て集めると、オリジナルシールがもらえます。
【期
間】
【時
間】
【場
所】
【台紙配布場所】

7 月 14 日（金）～8 月 31 日（木）
11：00～18：00
東京ミッドタウン全域
ガレリアインフォメーション、サントリー美術館入口

▲昨年の様子

※サントリー美術館入口では8月1日（火）から配布いたします

【料
金】
【対
象】
【主
催】
【デザイン協力】

無料
小学生以下
東京ミッドタウン
サントリー美術館

▲スタンプラリー 台紙イメージ

サントリー美術館
「六本木開館10周年記念展 おもしろびじゅつワンダーランド2017」
サントリー美術館では、見て・聞いて・話して・作って･･･、からだ全体を使って作品の魅力と出会う体
感型展覧会「おもしろびじゅつワンダーランド 2017」を開催します。デジタルやアナログの様々な仕掛
けを通して、日本美術をより親しみやすく、子供から大人までお楽しみいただけます。
【期
【時

間】
間】

【料

金】

8 月 1 日（火）～8 月 31 日（木） ※8 月 6 日（日）のみ休館
10：00～18：00 ※入館は閉館の30分前まで
※金曜日・土曜日、8月10日（木）は20:00まで

【主
催】
【共
催】
【問い合わせ】

一般当日 1,000 円、大学・高校生当日 800 円
中学生以下無料
サントリー美術館、読売新聞社
港区（平成 29 年度港区文化プログラム連携事業）
サントリー美術館 （03-3479-8600）

同時期開催 東京ミッドタウン内の夏のキッズ向けイベント
フジフイルム スクエア

夏休み特別イベント「身近な自然のふしぎ」
フジフイルム スクエアでは、夏休み特別イベントの中で、約 100 年前からほぼ手付かずの森「明治神宮」
に生息する動植物たちを紹介する写真展「明治神宮 100 年の森」を開催します。写真家・佐藤岳彦氏がカメ
ラに収めた美しい写真を通して、身近にある自然を発見する楽しさを体験いただけます。期間中は、ギャラリ
ートークや小・中学生を対象にした「100 年の森 新聞」の配布も行います。
【期
【時

間】
間】

8 月 11 日（金・祝）～ 8 月 24 日（木）
10：00～18：50 ※入館は閉館の 10 分前まで
※最終日は16：00まで

【料
金】
【主な対象】
【主
催】
【問い合わせ】

無料
小学生以上 ※小学生は保護者同伴
富士フイルム株式会社
フジフイルム スクエア （03-6271-3350）
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▲都会では少なくなったヤマトタマムシ

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 2017
「デザイン」や「ものづくり」がテーマの子供向けのワークショップを開催します。スマートフォンとつなげる
乾電池型IoT「ノバルス“MaBeee（マビー）”」を使った工作や、タカハシカオリ氏による粘土でフィギュアを作
る親子で参加できるワークショップなどを開催します。
【期

間】 8 月 7 日（月）～8 月 13 日（日）
※スケジュールや料金など詳細は 7 月にオフィシャルサイトにてお知らせします

【主

催】 東京ミッドタウン・デザインハブ

【問い合わせ】 東京ミッドタウン・デザインハブ （03-6743-3776）
▲イメージ

サン・フルーツ

「おかやまフルーツ・ギャラリーキッズイベント」
野菜ソムリエの増田智子さんのお話や果物を使ったデザート作りを通して、果物について親子で学べる
セミナーを開催します。自由研究にもおすすめな体験型イベントです。
【期

間】

7 月 29 日（土）

【時

間】

13:30～ / 15:30～ 各 1 時間（各回 8 名）

【料

金】 500 円

【主な対象】 小学 4～6 年生
【申込方法】 電話にて事前申込受付
【主

催】

サン・フルーツ 東京ミッドタウン店

【共

催】

岡山県

【協

力】 JA 岡山、JA 全農おかやま、（協）岡山備前焼陶友会、
（社）岡山県産業貿易振興協会

【問い合わせ】

サン・フルーツ 東京ミッドタウン店 （03-5647-8388）
▲昨年の様子

ABC Cooking Studio plus international

（エービーシークッキングスタジオ・プラスインターナショナル）

みんなで作ろう♪ポケモン★もちもちパイナップルボール
子供を対象とした「食」のスクール「abc kids」にて、夏休み期間中、大人気の「ポケモンレッスン」を開催
します。オレンジ風味の生地にパイナップルをたくさん入れ、ボールの形に丸めた、もちもちのパイナップル
ボールを作ります。
【期
間】
【料
金】
【主な対象】
【申込方法】
【主
催】
【問い合わせ】

7 月 1 日（土）～8 月 31 日（木）
1,800 円
満 4 歳～小学 6 年生
店頭、電話または WEB にて事前予約
ABC Cooking Studio plus international
ABC Cooking Studio plus international （03-5413-3476）
※価格は全て税込です
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