鐘塚公園

SMFアートパーク
各種アートワークショップ
2018年５月６日（日）

期間

時間

10：00～17：00

※事前の申し込みは必要ありません。

SMF（サイタマ・ミューズ・フォーラム）とは、
県内のミュージアムをキーステーションとして
様々なアーティストとその活動をつなぐプラット
フォームです。
今回は５人のメンバーが中心となって多彩な
ワークショップを展開します。

ワークショップ 3

2018年5月6日（日） 場所：ソニックシティ

デジタルアート！

※５月３日より開催

（デジタルアートのみ５月３日より開催） ★マークのイベント参加は事前申し込みが必要です

★Ｊ－ＰＯＰ！

ワークショップ １

大ホール ※受付終了

NHK「J－MERO」
公開放送

「影をつかまえるー私の青空を太陽で描こうー」
講師：浅見俊哉（写真家・アーティスト）

チームラボ お絵かきタウン&
ペーパークラフトinソニック
（入場料300円）
シティ

参加費：500円
あなたの大切な
ものや身の回り

描いたクルマやUFOが3Dになって動き出す「お絵かきタ
ウン」と、世界で一つだけの立体模型を作る「お絵かきタ
ウンペーパークラフト」がソニックシティにやってくる!

にあるものを
使ってカメラを

「お顔をトレース★肖像画」

使わない日光写
す。写真の原理

参加費：無料

第１展示場

ダンス！

真を撮影しま

※ペアでご参加ください。

【開場】16：00
【開演】17：00
【終演】19：00（予定）

無料ヘアアレンジ＆
ネイルブース

をわかりやすく体験できるワークショップです。

講師：矢花俊樹

★ファミリー！鉄道！

（金工家・元埼玉県立近代美
術館エデュケーター）
あなたは大切な人の素顔をどこ

ワークショップ 4

まで知っていますか？「お顔をト
レース★肖像画」は、大切な人の

フードコーナー

ワークショップ 5

顔を直接トレースしてしまう遊び
心満載のワークショップです。

総合インフォメーション

ワークショップ 2

「みんなの絵で街を作るゾウ！」
講師：みゃうか（アーティスト）
参加費：無料
透明シートに好きなものの絵を描い
て、鼻を長ーくして待っている壁面の
ゾウさんの周りに貼りつけるワーク
ショップです。みんなの「好き」であふ
れた街を壁いっぱいに作りましょう！

「パステルカラーの植木鉢に絵を描 「はずして つないで
いて『明後日朝顔』を育てよう！」
ひもパズル」
講師：チーム明後日さいたま

盛岡

（会員 ミナミカナコ）
参加費：500円

長野

高崎
池袋

新宿
横浜

上野
東京

羽田空港

大宮

福島
宇都宮

描いてつなげたパズルのひもを

マーカーも作ります。タネと土、育て

はずそう！意外な方法ではずせるよ。

方説明書も入っているからお家でタネ

作ったパズルの一部は次々つないで

まきしてみてね！

テントに飾ります。

至所沢
至日本橋

ビック
カメラ

首都高速道路埼玉大宮線［新都心西IC］より１㎞

成田空港

埼玉県産業文化センター

〒330−8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1−7−5 ソニックシティビル5F
TEL 048−647−4558 FAX 048−647−4159
URL http://www.sonic-city.or.jp/
E-mail yuuchi-suishin@sonic-city.or.jp
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西口

JR大宮駅
東口

大栄橋

公益財団法人

ソニックシティ地下駐車場…30分／200円
利用時間／7：00～23：00

成田空港行き
バス停

パレスホテル大宮

至熊谷

東北・上越
新幹線
高崎・宇都宮線
至春日部
至高崎

大宮駅西口から徒歩３分 歩行者デッキにて直結

▶タイムスケジュール
大ホール／ＮＨＫ
イベント広場／ダンス
国際会議室／スギテツ
第１展示場／お絵かきタウン
第２展示場／盆栽
リハーサル室／和楽器
鐘塚公園／アートパーク

盆栽に触れてみよう！

【時間】
11：00～12：30／14：00～15：30
【内容】
清香園の職人によるコケ玉作り

10：00

11：00

12：00

13：00

スギテツの「鉄道クラッシック～鉄道
のまち・おおみや～」
【時間】14：00～（13：30開場）
【出演】スギテツ 司会：小笠原聖
【ゲスト】オオゼキタク、田ノ岡三郎
鉄道トークと、スギテツ・ミニライブを
開催！

リハーサル室 ※受付終了

和楽器ってどんなだろう。
琴を弾いてみよう！
太鼓を打ってみよう！

【時間】太鼓ワークショップ ①12：00～12：30
琴ワークショップ
①12：40～13：10
日本音楽集団によるミニコンサート
13：20～13：50
太鼓ワークショップ ②14：00～14：30
琴ワークショップ
②14：40～15：10

第２展示場 ※受付終了

SMFアートパーク

至川越

ソニックシティ 埼玉
ビル
りそな銀行

シーノ大宮

★日本の文化！
公園いっぱいに広がるアートの世界。ＳＭＦ（サイタマ
ミューズフォーラム）による各種アートワークショップ。

国道17号
武蔵野銀行

八十二銀行

◦お車でお越しの場合
◦駐車場

★日本の文化！

参加費：無料

仙台

新潟

富山

総合インフォメーション

さいたま・春日部線

金沢

アートパーク！

好きな絵を描こう＆かわいいプランツ

新青森

スギテツの「ファミリークラッシック～
みんなで演奏してみよう～」
【時間】
11：00～（10：30開場）
【出演】
スギテツ 司会：小笠原聖
スギテツと一緒に楽器演奏を楽しもう！

（会員 加藤典子・造形作家）

歩行者
デッキ

山形

“スギテツ”ワークショップ＆ミニコンサート

講師： チーム明後日さいたま

新函館北斗
秋田

国際会議室 ※受付終了

TRF・SAM出演・プロデュース
“ダレデモダンス”フェスティバル

14：00

15：00

16：00

17：00

主催：
（公財）埼玉県産業文化センター
共催：さいたま市、NHKさいたま放送局（NHK公開収録のみ）
協賛：株式会社大宮ソニックシティ
後援：埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、埼玉県吹奏楽連盟、埼玉県合唱連盟、NHKさいたま放送局、FM NACK5、テレビ埼玉、テレビ埼玉ミュージック、
J：COM、朝日新聞さいたま総局、埼玉新聞社、産経新聞さいたま総局、東京新聞さいたま支局、日本経済新聞社さいたま支局、毎日新聞さいたま支局、読売新聞さいたま支局
協力：ネ
 クストジャパン株式会社、チームラボキッズ株式会社、盆栽 清香園、日本音楽集団、Saitama Muse Forum、大宮ARCHE、大宮銀座商店街協同組合、大宮西口おもてなし実行委員会、
ぺんてる株式会社
（チームラボお絵かきタウン＆ペーパークラフトinソニックシティ）

第１展示場
第一展示場

イベント広場

チームラボ お絵かきタウン＆
ペーパークラフト
期間

2018年５月３日（木）～5月６日（日）

時間

10：00～17：00（最終入場16：30）

TRF・SAM出演・プロデュース
“ダレデモダンス”フェスティバル
日程

2018年５月６日
（日）

10：00～

※事前の申し込みは必要ありません。
1 JAZZ HIPHOPクラス

（CHANA DANCE SCHOOL）

2 幼児クラス

（CHANA DANCE SCHOOL）

3 HAL SHIP SATOSHI
キッズ 基礎
4 HIPHOPクラス

（CHANA DANCE SCHOOL）

空間把握力、次元の違いへの理解、
課題解決力
「お絵かきタウン」で描いた絵が、世界で一つだけのペーパー

5 Bigup Brothers

(さいたま市立大宮西高等学校）

ショーケース
⓳ PRIME

⓾ FUNKY M

（Micky’s Dance Lesson）

⓫ GOLD☆WINGS

⓴ Lil Ridgend

（山村国際高等学校）

（Micky’s Dance Lesson）

⓬ 初級HIPHOPクラス

㉑ Ridgend

（CHANA DANCE SCHOOL）

（Micky’s Dance Lesson）

⓭ LIL'ZIGGY

㉒ J-STYLE選抜チーム

（さいたま市大宮西高等学校）

㉓ WHITE ONYX

⓮ ZINITH

（Micky’s Dance Lesson）

㉔ One Jemstorn

6 HAL SHIP KAYA キッズ

⓯ HAL SHIP SATOSHI キッズ

7 チームワッツ

⓰ JAZZ DANCE Viola

㉕ 浦和大学ダンス部

⓱ Cookieeesss!!!

㉖ SAM Stars

（Micky’s Dance Lesson）

クラフトになります。
車やビルなどお絵かきタウンで描いた絵が、それぞれ展開図に
なります。その展開図を組み立てると、世界で一つだけのペー
パークラフトが出来上がります。

8 ブレイキン

（CHANA DANCE SCHOOL）

9 本庄東高等学校ダンス部

空間把握力、クリエイティビティ・表現力の発揮、多様性の尊重、
テクノロジーへの興味
この街
（タウン）
は、みんなの描いた絵でできていく街です。紙に自由に街をつくるもの（車、ビル、
UFOや宇宙船）の絵を描きます。すると、描いた絵が立体で出現して、目の前の巨大な街の中で動
き出します。
みんなが描いた絵によって街ができていき、みんながどんな絵を描くかによって、街が変化してい
きます。街には触ることができ、たとえば車に触ると、車のスピードが変化します。さらに、街を
つくるものにはそれぞれ役割があり、消防車やクレーン車は街を守ります。

「お絵かきタウン」で描いた絵を、缶バッジにして思
い出にしよう！２種類までのお絵かきを組み合わせ、
世界に一つだけの缶バッジを作ることができます。
１個500円
（税込み）
。お得なセット価格もあります。

⓲ HIGH FLAP

チームラボとは2001年東京大学大学院の学生を中心に活動開
始。様々なスペシャリストから構成されているウルトラテクノ
ロジスト集団。アート・サイエンス・テクノロジー・クリエイ
ティビティの境界を超えて活動している。大河ドラマ「花燃ゆ」

12：00～（予定） ピックアップショーケース

のオープニングから、ミラノ万博2015の日本館、ニューヨー
ク Pace Gallery、ロンドン Saatchi Gallery、パリ Maison
＆ Objet、47万人が訪れたお台場のチームラボ展など、世界
中で展覧会を行っている。

1 MAKKOナンバー

8 ikumiナンバー

2 クレイジーガールズ

9 DAISUKEナンバー
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SPECIAL

www.teamlab.art/jp

料金
⃝入場料のみ
（ペーパークラフト含む）300円
⃝入場料＋缶バッジファクトリーセット価格
（１人１個）
600円
⃝入場後に缶バッジファクトリーに参加する
場合１個500円
⃝３歳未満無料

⃝障がい者の方は「身体障がい者手帳の提示により本

3 Ｔ．Ａ．Ｆ

⓾ GRIS

4 yamy+

⓫ ZeroBell47

5 ちゃんゆいナンバー

⓬ Koutarouナンバー

6 CoNe_CoNe

⓭ 金JAZZ

7 VIOLET

⓮ Junkey

人無料」
（付き添いの方は有料）
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