
日時｜8月8日（水）、9日（木） 
         各日10:00 ～ 14:00
会場｜ワークショップ室
対象｜8日：小学 1～3年生　
　　　9日：小学 4～6年生
定員｜各日12 名
講師｜多田玲子（イラストレーター）
参加費｜500 円
　　　 ＊ご家族も参加できます
　　　 ＊大学生以上はギャラリー入場料が必要です

 
ボクのわたしのアートつみきを
イチからつくちゃおう！

発達障害のある子どもたちの表現活動をサ
ポートしてきた小出さんと、木端を削って色を
塗って自分だけのアートつみきをつくります。

アイロン切り絵プリントシートや布など、
いろんな素材でレーゾーくんの友達（小
さいクッションやガーランド）をつくろう！

野村さん、やぶさんと
音楽をつくろう！

植物公園を散歩しながら「うつくしいまち」
をイメージして、みんなで音楽をつくってみ
よう！ふたりの即興演奏もお届けします。

 ダリオさんとお絵描きしよう！

イタリアを拠点に活躍しているアーティストの
ダリオさんと体を動かして遊びながら、みん
なで素敵なまちの絵を描いてみましょう。

 
みんなのしりとり
フレスコ壁画

人間ノリ巻き体験

好きな具材を選んだらご飯とノ
リに巻かれましょう。完成した
ら写真をパチリ。お品書きも書
いてね。誰のノリ巻きが美味し
そう？！

日時｜両日とも
　　 10:00 ～13:00
　　　14:00 ～16:00
会場｜エントランスホール2 階
講師｜今井さつき（アーティスト）

ガラスのかけらで
オブジェをつくろう

しっくいと顔料で描く古典的技
法、フレスコ画を体験！お題は
しりとり。前の人の絵を見て次
の絵を描きリレーで壁画を完成
させよう。

日時｜両日とも
　　 10:00 ～12:00
　　　13:00 ～17:00
会場｜ワークショップ室
講師｜村尾かずこ（左官造形家）

板ガラスのかけらを貼り合わせ
たり色を塗ったりして、好きなか
たちをつくってみよう。おうちの
好きな場所に飾ってもステキな
作品です。

日時｜両日とも
　　 10:00 ～12:00
　　　13:00 ～17:00
会場｜ワークショップ室
講師｜水戸芸術館スタッフ
プログラム考案者｜槙野さやか（ガラス作家）

工作屋台

たくさんの材料をのせた工作屋
台で、ブローチや紙の窓飾り
をつくろう！ 材料を組み合わせ
てオリジナルの工作を考えるの
もいいね！

日時｜両日とも
　　 10:00 ～12:00
　　　13:00 ～17:00
会場｜ワークショップ室
講師｜ふぇいす・らぼ（手芸ユニット）

家族企画ワークショップ募集！

工作などのワークショップを考えて、ご家族やお友達と
「こども・こらぼ・らぼ」に参加してみませんか？

日時｜8月11日（土）、12日（日）　
　　　両日とも 13:30 ～ 16 :00
定員｜5組程度
応募方法｜左ページの予約方法の①～⑤とワークショップ
　　　　　の内容を記入し、メールでお送りください。
　　　　　（応募者多数の場合は抽選）

・会場は回廊 1階。
・上記の日時で未就学児～大人が参加できるものであること。
・開催までに芸術館スタッフとのミーティングが 1～2 回あり。
・画材、机や椅子等の貸し出しが可能です。（要相談）
・材料費等の補助はありません。

こどもの絵本「こしょこしょ市」

子どもと大人が楽しめる、絵本の古本市。
デザインやアート、文芸、暮らしの本も。

日時｜8月9日（木）～12日（日）
　　　10:00 ～18:00
会場｜エントランスホール1階
参加店｜
Li:ttle（甲府）
古書信天翁（日暮里）
オヨヨ書林（金沢）
CLARIS BOOKS（下北沢）
ハナメガネ商会（益子）

日時｜7月29日（日）14:00 ～15:30
会場｜ワークショップ室
対象｜発達障害のあるお子さん（3歳以上）と
　　　そのご家族、お友達　
　　 ＊1組につき3名まで  ＊未就学児は保護者同伴
定員｜15 名
講師｜小出ナオキ（美術作家）
参加費｜500 円
　　　 ＊大学生以上はギャラリー入場料が必要です

日時｜8月1日（水）11:00 ～16:00 
　　　＊雨天時は3日（金）に順延
会場｜水戸市植物公園
対象｜小学 3 ～ 6 年生
定員｜15 名
講師｜野村誠、やぶくみこ（ともに音楽家・作曲家）
参加費｜2000円（ハーブウォーター付き）
　　　　 ＊現地集合。入園料は別途ご負担ください

日時｜8月2日（木）10:30 ～12:00
会場｜茨城県立歴史館内 
　　　旧水戸農業高等学校本館
対象｜5歳～小学2年生 
　　　＊未就学児は保護者同伴
定員｜15 名
講師｜ダリオ・モレッティ（演出家・美術家・俳優）
参加費｜1500 円
                ＊現地集合。入館料はありません

　　　 の参加方法

パイプオルガン・
プロムナード・コンサート 
夏休みファミリースペシャル

国産最大級のパイプオルガンの演奏を、
カラフルな照明演出とともにお贈りします。

片岡メリヤス人形劇／
ダイダラボウ

日時｜8月12日（日）13:00 開演　
会場｜エントランスホール1階
演奏｜石丸由佳（オルガニスト）
曲目｜ヴェルディ：歌劇「アイーダ」より
　　　“凱旋行進曲” ほか

ぬいぐるみ作家 片岡メリヤスさんによる新作
オリジナル人形劇。みんなおなじみの巨人
ダイダラボウも登場するよ！

日時｜8月12日（日）
　　　14:30 ～ / 16:30 ～（各20分）
会場｜コンサートホール ATM　L 扉前
定員｜50名　
　　　＊12日9:30より総合受付で整理券を配布（先着順）
出演｜片岡メリヤス（ぬいぐるみ作家）

放課後の学校クラブ
開校日

「こんな学校あったらいいな」を形にするプ
ロジェクト。今年のテーマは「夏のわくわく
学校」。子どもも大人も入学できます。

日時｜8月12日（日） 
         13:30 ～ 16:00
会場｜回廊 1 階　
講師｜放課後の学校クラブ子ども部員
放課後の学校クラブとは？
現代美術家の北澤潤さんを中心に 2011年から
水戸市立浜田小学校で活動しています。

水戸芸術館へ行く
チケットカウンターで参加費を支払う
エントランスホールの 「こども・こらぼ・らぼ」総合受付で名札をもらう
各会場へ

参加費｜3歳～高校生：1日 600 円
　　　　大学生以上　：1日 1000 円
・未就学児から大人まで参加できます。
・未就学児は保護者同伴。付添いの大人も参加費が必要です。
・参加費には展覧会・タワーの入場料、材料費を含みます。
・当日に限り何度でも入退場ができます。

「うつくしいまち」おんがくワークショップ 「うつくしいまち」びじゅつワークショップ

・混雑時はお待ちいただく場合があります。
・材料がなくなり次第終了します。　

 
冷蔵庫のレーゾーくんに
友達つくろう！

9～12日の4日間入場無料

12日のみ入場無料 12日のみ 12日のみ

 送り先： atmcac@arttowermito.or.jp  

「こどもこらぼらぼ希望」とタイトルをつけ、
下記の①～⑤をEメールでお送りください。

  　　 ① 希望するワークショップ名と日程
② 参加者名（複数名可）　③ 学校名・学年（大人は年齢）
④ 代表者の氏名と電話番号　⑤ 在住市町村名　　　 

  　　
  　　

   

・応募者多数の場合は抽選となります。
・ご参加いただける方には詳しいご案内を7月12日（木）までにご連絡します。
・Eメールでの予約が難しい方は FAXをご利用ください。 FAX : 029-227-8130

　  　　   の予約方法
【受付期間】 2018年7月1日（日）～ 5日（木）　

小さな聴き手のためのコンサート
テアトロ・ムジーク・インプロヴィーゾ「うつくしいまち」 
日時｜8月5日（日）14:00 開演（13:30 開場）
会場｜コンサートホール ATM
料金｜一般 1500 円、3 ～12 歳 1000 円（全席自由）
お問合せ｜水戸芸術館チケット予約センター　tel. 029-231-8000
＊ ダリオさんの描いた「まち」のイラストにぬりえをしよう！ みんなの作品は公演当日、会場付近に
    展示します。台紙の入手方法、提出方法は水戸芸術館ウェブサイトの公演情報をご覧ください
　

うつくしいまち とは？
美術家のダリオ・モレッティと音楽家の野村誠、やぶくみこの 3人からなるユニット
「テアトロ・ムジーク・インプロヴィーゾ」の舞台作品。
水戸のまちに滞在し、子どもたちとワークショップを行ったりして得たインスピレーションを活かし、
ちょっぴりおかしくてあたたかい「まち」のおはなしを絵と音楽で綴ります。


