プレイス！いろ！色！

共通応募方法

みんなで作ろう！
モザイク・アート2019

事前申込が必要なイベント

１階南側壁面に貼り出された“真っ白いプレイス”
に、自由に色を付けてみませんか？用意された色
とりどりのマスキングテープを使って、想い想いに
色を付けていってください。何回でもお好きな時間
に参加可能！皆さんの想いが重なって、プレイス
は一体どのような姿に変身するのでしょう?! 毎日
変化していくプレイスにもご注目ください。
「スペシャルタイム」に参加してくださった方には、
両日先着100名様（予定）にイベントオリジナルグッズ
をプレゼント!!

【制作期間】７月４日
（木）〜12日
（金）
★ スペシャルタイム
６日
（土）
・７日
（日）午後３時〜４時

応募締切
６月30日
（日）必着
共通応募
方法

は、下記の

いずれかの応募方法でお申込みください。
▶

インターネット

プレイス・フェスタ2019特設ホームページ（下記参照）
※インターネットから申込みの場合、抽選結果はお送りい
たしませんので各自申込サイトでご確認ください。
（抽選結果公開期間：７月５日〜各イベント当日）
▶

プレイス
フェスタ

窓口

郵便はがき
（62円）
を持って、
３階生涯学習カウンター、
ま
たは地下２階青少年カウンターへ。
※休館日を除く午前９時30分〜午後10時
▶

往復はがき

①希望のイベント名②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
を明記し、武蔵野プレイス
（〒180-0023 武蔵野市境南
町２-３-18）へ。

★ 完成版展示
７月13日
（土）
〜15日
（月・祝）
● 対象：どなたでも
● 参加費：無料
● 会場：１階南側壁面

2019

※ １人１枚。
※「はじめてみよう手製本①②」の申込みは、
どちらか
1 講座のみ。

タンプラリー

まめいすくん み
み〜つけた！
つけた！
館内を巡ってスタンプラリーを制覇しよう！プレイスの
中に隠れている“まめいすくん”を見つけてスタンプを
ゲット！すべて集めた方には、イベントオリジナルグッズ
をプレゼントします。

インターネットや
Twitter、Facebookでも
情報を発信しています！
プレイス・フェスタ2019
特設ホームページ

７月４日
（木）〜15日
（月・祝）
※公園側入口でスタンプラリー台紙を
お受取りください。

武 蔵 野プレイス

検索

まめいすくん

〜

7 月 4 日（木）〜 7月15日（月・祝）

プレイス・フェスタ期間中は、
きらめく夏をイメージして
館内を装飾しています！

※ 7 月10 日（ 水 ）は 休 館 日

[お問合せ]
〒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

新しい出会いを 〜

会場：武蔵野市立
JR中央線・西武多摩川線 武蔵境駅 南口 徒歩１分

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）

2019
〜 新しい出会いを 〜

プレコンナイト

〜プレイスを語っちゃおう2019〜 〜

ふだん、
プレイスや他の施設をどう使っていますか？どうなったら素敵だなと思いますか？第一部では、千代
田区立日比谷図書文化館の小野口 史恵さんと共に、
プレイス、
日比谷、
それぞれの魅力や個性を語ります。
第二部では皆さまとスタッフでグループになり、
プレイスへの思いやメッセージを語ってください。

７月13日
（土）午後６時〜８時

「図書館」「生涯学習支援」「市民活動支援」「青少年活動支援」〜プレイスの４つの機能を積極的に融合
して、みなさんにお届けするイベント「プレイス・フェスタ2019」を開催します！このフェスタで、多様で
異なるひと、活動、情報との出会いを、是非お楽しみください。ご来館を心よりお待ちしております！

★関連展示：７月11日
（木）〜13日
（土）
● 対象：中学生以上 ● 定員：20名（先着申込順）※当日席若干あり
● 参加費：500円（ワンドリンクつき）、青少年（中学生〜20歳になった年度末までの方）は無料
※当日席は800円 ● 会場：１階ギャラリー
● 応募方法：窓口または電話 ６月13日（木）午前９時30分から
３階生涯学習カウンター（0422-30-1901）へ

市民活動の森 〜ここにある。広がる世界、つながる仲間〜
地域で活動をしている市民の団体がパネル展示や作品展、
ワークショップを通して活動を紹介します。新聞
紙エコバッグ作り体験や、借りてみるまでのお楽しみ！？テーマに合わせて選んだ「本の福袋」
も登場します！
いろいろな活動を知り、新しい出会いをお楽しみください。見て、参加してオリジナルグッズをGETしよう！
※グッズプレゼントは７月６日
（土）に行います。なくなり次第終了します。

① 展示
７月４日
（木）〜７月９日
（火）最終日は正午まで
② ワンデーワークショップ・新聞紙エコバッグ作り体験ほか
７月６日
（土）午前11時〜午後３時

つく

楽しむ！読みとく！ 空想地図の世界

共通応募
方法

あなたはどんな時に地図を見ますか？どこかへ行くためでしょうか。実は地図には色々な楽しみ方があるんで
す！前半は武蔵野ふるさと歴史館の髙野弘之さんによる、武蔵野市の地図から歴史を読みとく講座。後半は
空想地図作家の今和泉隆行さんによる自分のオリジナルのまちをつくるワークショップです。今回特別に、武
蔵野市バージョンのメイキングキットをご用意！だれでも簡単に自分だけの地図がつくれます！完成した地図
からみんなの夢のまちを楽しんでみませんか？

７月13日（土）午後２時〜４時

★関連展示：７月14日
（日）〜15日
（月・祝）初日は正午から

★本の福袋
７月６日
（土）午前９時30分〜１階ギャラリー（なくなり次第終了）
● 対象：どなたでも ● 参加費：無料（ワンデーワークショップは一部実費徴収あり）
● 会場：①１階ギャラリー ②３階ワークラウンジ ● 応募方法：当日直接会場へ
※本の福袋は、武蔵野市共通図書館カードをお持ちの方に貸出します

※展示イメージ

● 対象：どなたでも ※ひとりでハサミを使える方。保護者の同伴不可。
● 定員：20名（定員を超えた場合、市内在住・在勤・在学を優先して抽選。
大人、子ども（中学生以下） 各10名）
● 参加費：500円 ● 会場：１階ギャラリー ● 応募方法：裏表紙参照
※ワークショップの一部を立見で観覧可（無料。詳しくはチラシ参照）
地理人研究所 今和泉隆行

ホーンテッド・プレイス 〜ホラーに染まるＢ２〜

①のみ
共通応募
方法

この夏、B2がホラーに染まる！？地下２階青少年フロア
（通称：B2）
では、暑い季節にぴったりなホラーイベント
を実施します！特殊メイクの世界で活躍されている西村喜廣さんによるトークイベントやゾンビメイクワーク
ショップの他に、
フェスタ期間中B2の一部を装飾しホラーな雰囲気を演出します♪みなさま、B2で涼しい夏
をお過ごしください…

① トークイベント
「西村喜廣さんが語る特殊メイクの裏側」
７月14日
（日）午後１時30分〜２時30分
②「プロに学ぶ！ゾンビメイクワークショップ〜非日常の世界へ飛び込もう！〜」
７月14日
（日）午後３時30分〜５時30分

★装飾展示「ゴースト・スタジオ」 ★「Ghost Story！ヒヤッと涼しくなる本」
７月４日
（木）〜15日
（月・祝）
７月４日
（木）〜９月３日
（火）
● 対象：①中学生以上 ②青少年（中学生〜20歳になった年度末までの方）
● 定員：①80名（定員を超えた場合、青少年および市内在住・在勤・在学を優先して抽選）
②20名（定員を超えた場合、市内在住を優先して抽選）
● 参加費：①800円、青少年は無料 ②無料
● 会場：①４階フォーラム ②地下２階パフォーマンススタジオ
★地下２階クラフトスタジオとその横ステンレス壁面
● 応募方法：①裏表紙参照 ②窓口：地下２階青少年カウンターへ

はじめてみよう手製本

武蔵野ふるさと歴史館 髙野弘之

共通応募
方法

普段身近にある本も、自らの手で組み立てるとまた違った見方ができるかもしれません。今回は、手製本の
世界に触れる第一歩として、
「 古本と手製本ヨンネ」の植村愛音さんを講師にむかえ、
２つのワークショップを
開催します。
あらためて物としての本に注目してみませんか？

７月15日（月・祝）
① オリジナルノートづくりから本の構造を知ろう：午前10時〜正午
本のつくりを観察し、
シンプルな糸とじのノート
（180mm 120mm）
を一人一冊
制作します。

② お気に入りの文庫本をハードカバーにしよう：午後２時〜５時

ソフトカバーの文庫本をハードカバーに作り替えます。
お好きな文庫本を一冊
ご持参ください。

● 対象：中学生以上 ● 定員：①30名 ②15名（定員を超えた場合、市内在住・在勤・在学を優先して抽選）
● 参加費：①600円、青少年（中学生〜20歳になった年度末までの方）は300円 ②1,800円、青少年は900円
● 会場：４階フォーラム ● 応募方法：裏表紙参照 ※お１人様１講座のお申し込みです。
※作品イメージ

特殊メイクアップアーティスト 西村喜廣

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。

