武蔵野プレイスについて
武蔵野市立
「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」
は、
「図書館」
「生涯学習支援」
「市民活動支援」
「青少年活動支援」
の４つの機能を備えた複合機能施設です。
これらの機能を積極的に融合させ、図書や活動を通して、人とひととが出会い、
それぞれがもっている情報を共有・交換
しながら、知的な創造や交流を生み出し、
まちの活性化が図れるような活動支援型の施設をめざしています。

生涯学習支援機能

図書館機能

施設の基幹機能として他の機能と連携を図り、
さまざまなライフステージに対応した
滞在型図書館をめざしています。

人々の知的好奇心に応え、学びたいときに、
いつでも学び始めることができる
「場」
として、
人それぞれの生涯学習スタイルに合った
環境を提供しています。

市民活動支援機能

青少年活動支援機能

現在市民活動をしている個人や団体、
またこれから活動を始めようとする人に
対しての支援を行っています。

プレイス
フェスタ

青少年が気軽に安心して過ごすことができる
青少年の居場所づくりを行っています。
未来を担う青少年それぞれに合った
活動支援をしています。

自然に、何気なくひとが集まってくる場所、
そこにいることが心地よく、
くつろいだ気分でいろいろなことができる場所、
思わぬ出会いや発見があり、活動が活動を呼ぶような
「場」
となることをめざしています。

2018

インターネットやTwitter、Facebookでも情報を発信しています！
特設ホームページ
@musashinoplace

http://www.placefesta.jp

https://www.facebook.com/musashinoplace1

プレイス・フェスタ期間中は、館内を涼しげな雰囲気に装飾しています！
皆さまのご来館をお待ちしています。
[お問合せ]
武蔵野市立 ひと・まち・情報 創造館
武蔵野プレイス
〒180-0023 武蔵野市境南町２-３-18
TEL 0422-30-1901（生涯学習支援係）
開館時間：午前９時30分〜午後10時
休館日：水曜日

JR中央線・西武多摩川線 武蔵境駅 南口 徒歩１分

〜 新しい出会いを 〜

7/ 5 〜 7/ 16
（
（木）
）

（
（月・祝）
）

※ 7/ 11（水）は休館日

会場：武蔵野市立

ひと・まち・情報 創造館

武蔵野プレイス（武蔵境駅南口徒歩1分）

主催：公益財団法人武蔵野生涯学習振興事業団

プレイス利用者こん談会 プレこんカフェ
「プレイス、
もっとよくしよう。
」
プレこん
カフェ

〜 新しい出会いを 〜

うらしまたろう

プレイス 探 検イベント 〜 浦 島太 郎 をすくえ ! ! 〜

武蔵野プレイスでは、複合機能施設ならではの総合イベント『プレイス・フェスタ2018〜新しい出
会いを〜』を開催します。このイベントは今回で７回目を迎えます。４つの機能が合わさることに
よって、多様で異なる活動が出会い、自然と交流が生まれ、幅広い世代の方に楽しんでいただけま
す。武蔵野プレイスが目指すアクションの連鎖「気づく」
「知る」
「参画する」
「創造する」を今年もプ
レイス・フェスタで体験してみませんか？

コミュニティマーケット 〜ひと結び〜
７月７日
（土） 午前11時〜午後４時

イベント・講演会終了後、
それぞれの会場でプレこんカフェ
「プレイス、
もっとよくしよう。」
を開催します。飲み物や
お菓子を用意してお待ちしておりますので、
ひと息つきながら、
プレイスについて感じていることをお聞かせください。

プレイス・フェスタ期間中（７月５日（木）〜７月16日（月・祝））はいつでもご参加いただけます
プレイスの中を探検しながら、謎解きに挑戦！ 館内にある４つのポイントを回ってキーワードを
集めましょう。
かんたんコースとチャレンジコースのどちらかを選んでご参加ください！
ゴールでアンケートにお答えいただいた方にはプレイス特製しおりをプレゼントします！
※ 特製しおりのプレゼントは無くなり次第終了となります。
● 対象：どなたでも ● 参加費：無料

● 会場：館内各所

● 参加方法：公園側入り口で問題用紙をお受取りください。

「ひらけ! B２の扉」

プレこん
カフェ

Ｂ２参画プロジェクト

地域で活動している市民の団体がパネル展示や作品展、
ワークショップなど多数出展します。読み聞かせや屋外イベント
なども実施予定。
プレイスからはフィルム上映会、関連本展示を行います。
出展ブースを回って新しい世界とそこで活躍して
いる人々との出会いをお楽しみください。見て、参加して、
シールを集めてプレイス・オリジナルグッズをGETしよう。
・パネル展示
・作品展示
・ワークショップ
・フィルム上映会
・絵本読み聞かせ
・屋外イベント etc…

７月９日
（月）〜７月16日
（月・祝）

青少年サポーターがプレイススタッフと一緒に、
プレイス地下２階の青少年フロア
（Ｂ２）
の活動、魅力がたくさんの人たちに伝わるような展示イベントを実施します。是非
お立ち寄りください！
〈Ｂ２とは？〉武蔵野プレイスの地下２階には、
アート＆ティーンズライブラリーのほかに、
中高生世代を中心とした青少年フロア
『B２
（ビーツー）』
があります。
ここは青少年だけで利用できる青少年の居場所として、
勉強したり遊んだり飲食できるスペース
（スタジオラウンジ）
のほか、卓球やボルダリング、
テーブルサッカーのほかバンド練習が
できるサウンドスタジオ、
ダンスや演劇が出来るパフォーマンススタジオ、調理や工作が出来るクラフトスタジオなどがあります。

● 対象：どなたでも ● 参加費：無料（一部実費負担あり）
● 会場：境南ふれあい広場公園、
３階ワークラウンジほか
● 参加方法：当日、直接会場へ

● 観覧自由

※グッズは変更になる場合があります

※画像はイメージです

● 会場：１階ギャラリー

つちや

まさお

「 翻訳家 土屋政雄が語る 翻訳、文学、カズオ・イシグロ」

講演会

みんなでチャレンジ ! !プロから学ぶ影 絵の世界

プレこん
カフェ

① 影絵ワークショップ：午後１時15分〜４時20分（上演も含む）
７月８日
（日） ② 上演&パフォーマンス：午後４時〜４時20分（開場：午後３時50分）
※ ワークショップ参加者による影絵上演と劇団かかし座によるミニパフォーマンス

日本で最初にできた現代影絵の専門劇団である劇団かかし座から影絵の作り方を学び、
みんなでプレイス版『おおきなかぶ』
の影絵劇を上演してみませんか？誰でも一度は聞いたことのあるロシアの昔話『おおきなかぶ』
を参加者全員が出演できる
ようにアレンジして上演します。上演会にはかかし座のミニパフォーマンスの時間もあります。影絵をやってみたい方、見てみ
たい方のご参加をお待ちしています！

７月14日
（土）午後３時〜４時45分

昨年のノーベル文学賞受賞で、
日本でも広く知られることとなったカズオ・イシグロ氏。彼の代表作
『日の名残り』
や
『わたしを離さないで』
などの名訳で知られる翻訳家 土屋政雄さんを講師にお迎えし、
翻訳家としての歩みやその仕事について、
またイシグロ氏の作品をはじめとする英米文学の魅力を
お話いただきます。名訳はどのようにして生まれたのか、
そして訳者だからこそ知る作品・作者とのエピ
ソードなどもお伺いします。土屋さんのお話を通して、新たな世界への扉を開いてみませんか？
● 対象：高校生以上 ● 定員：50名 ● 会場：４階フォーラム
● 参加費：無料 ※託児希望は別途3,050円
（月齢３か月以上未就学児５名まで） ● 応募締切：６月30日
（土）

①フェスタ講演会②郵便番号、住所③氏名（ふり
がな）④電話番号⑤性別⑥生年月日⑦在勤・在学
の場合は、勤務先・学校名⑧託児希望の場合は、
お子様の氏名（ふりがな）、性別、生年月日、
を明記
し、
武蔵野プレイス
（〒180-0023 武蔵野市境南町
２-３-18）生涯学習支援係へ。

【①影絵ワークショップ 応募方法】
◆ 窓口または電話
６月15日（金）午前９時30分〜定員に達し次第締切
武蔵野プレイス３階生涯学習支援係（0422-30-1901）へ。
※休館日を除く午前９時30分〜午後10時

土屋 政雄

６月16日から１階新着・返却資料棚で関連図書展示も行います。
あわせてご覧ください。

【応募方法】下記のいずれかの方法でお申込みください。
定員を超えた場合は抽選（市内在住・在勤・在学の方を優先）となります。
◆ 窓口
◆ 往復はがき

● 対象：①小学生〜大人（カッター・ハサミを使用します。小学校１・２年生は保護者が同伴してください。）②どなたでも
● 定員：①15名（申込順）②30名程度（立見も可） ● 参加費：①500円 ②無料
● 会場：１階ギャラリー ● 応募方法：①下記参照 ②当日、直接会場へ

プレこん
カフェ

◆ インターネット

プレイス・フェスタ2018特設ホームページ
郵便はがき
（62円）
を持って、
から
武蔵野プレイス３階生涯学習 （http://www.placefesta.jp）
※ インターネットからお申込みの場合、
抽選結果
支援係へ。
はお送りいたしませんので、各自申込サイトで
※ 休館日を除く
午前９時30分〜午後10時 ご確認ください。
（抽選結果公開期間：７月６日〜７月14日）

劇団かかし座

お申込み時にいただいた個人情報は「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」
を運営する武蔵野生涯学習振興事業団及び武蔵野文化事業団が管理運営する施設の予約及び教室の
実施・運営に必要な範囲内で使用いたします。
それ以外の目的で使用することはありません。

