
わかもの

（中学生
・高校生
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イマジネ
ーション
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を
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美豚ちゃん

中高生の
文化作品
展示なう。

同時開催

イベントに
も

来てね！！

10：00～20：00
最終日18：00まで
栄区民文化センター リリス
（ギャラリーA、会議室）
県立地球市民かながわプラザ
（映像ホール）ほか

■主催：ティーンズクリエイション組織委員会
■共催：さかえ de つながるアート
　　　　 栄区青少年の地域活動拠点「フレンズ☆SAKAE」
　　　　 SAKAE NEXT PROJECT
　　　　 公益社団法人かながわデザイン機構
　　　　 横浜市立桂台中学校地域交流室オレンジの会
　　　　 横浜市栄区民文化センター リリス（順不同）
■助成：横浜市地域文化サポート事業「ヨコハマアートサイト 2018」
■協賛：石井造園株式会社
■後援：横浜市栄区
　　　　 株式会社ジェイコム南横浜
■協力：神奈川県立地球市民かながわプラザ
　　　　（指定管理者：公益社団法人 青年海外協力協会）
　　　　株式会社 タウンニュース社
■企画：泉光太郎、岩上百合子、岩堀まゆみ、大塚宏、小島玲衣奈、
　　　　小湊乃彩、齊藤弥七海、坂本祭、佐藤裕太、佐藤良仁、
　　　　安森正実、由井拓帆、和田真弓
■展示構成：竹本真紀
■リーフレットデザイン：前田友佳

facebook＠sakaenextproject

11.21水～25日11.21水～25日

https://sakaenextproject.site/URL

■交通アクセス：JR京浜東北線「本郷台」駅前　
■住所：横浜市栄区小菅ヶ谷 1-２-１■電話：045-896-2000（リリス）

リリス
あーすぷらざ

世代

twitter＠SNP_SakaEdition

ティーンズクリエイション組織委員会

04 5 - 8 9 8 -1 4 00
（フレンズ☆SAKAE）

s a k aenex t p r o j e c t@gma i l . c om

お問い合わせ・申込み 15：00～20：00
（火･水･金）

10：00～18：00
（土）



「祭」をテーマに、伝統的な神社の祭を継承しようとする「春日会」の若者メンバー

と、中学生が中心になり立ち上げた和太鼓「昇龍」メンバーが、栄区の地域活動を語り

ます。今後、若者を巻き込み、地域文化の担い手としてどのように育んでいくかを、

参加者全員で考えていきます。

【プログラム】

日　時：11月24日（土）13：00～16：00（予定）　　

会　場：神奈川県立地球市民かながわプラザ

　　　　（あーすぷらざ）５階映像ホール

参加費：無料

わかもの（中学生・高校生世代）を対象にした楽しいクイズ、わかものに

よる映像作品・パフォーマンスの発表、トークセッションも同時開催

します。わかものたちのクリエイティビティに触れてみましょう！

ワークショップ・
ライブセッション・トークセッション

クイズイベント  楽しく名画を学ぶ
今さら聞けない日本の絵画！クイズで名画の知識をゲットだ！ありそうでなかった、日本の名画の教養

が身につく美術クイズアプリ。日本美術アプリ制作委員会が制作した第一弾で、一生モノの教養がムリ

なく身につくぞ！

わかものたちが打ち込んで作った映像作品や、パフォーマンスを一挙に披露！

学校や部活に限らないわかものたちの映像作品、パフォーマンス、プレゼンテー

ションなどの発表をします。わかものたちが躍動する姿をご覧あれ！

※当日のプログラムにつきましては、順次HP等でご案内いたします。

【講師】  山本 淳（やまもとじゅん）
東京芸術大学美術学部芸術学科卒業。日本美術アプリ
制作委員会 代表。（公社）かながわデザイン機構 会員。
おカタイ美術鑑賞ではなく、自分がピンとくるものを
見つけよう、というコンセプトを立ち上げる。それが、
「美術探偵」。クイズアプリ「差がつく！日本絵画三大
ジャンルQ700」を制作し、日本の美を次世代に伝え
ようと活動中。

わかもの（中学生・高校生世代）が、彼ら自身もともと持っているイマジネーション

やクリエイティビティを発揮し、自立的な人間として育ち、社会でも自分らしく

貢献できるようになるために、本人、親、地域社会のおとなはどう振る舞ったら

いいか。どのように人生設計し、第一歩をどうやって踏み出すか、一緒に考えます。

講演  「クリエイティブなキャリア選択・人生の歩み方」

講師　三浦 宗一郎（株式会社ハッシャダイ）
様々なわかものの人材育成に取り組む三浦氏に、学歴にこだわらない
キャリア選択についてお話いただきます。

わかものVSおとなVSクリエイター「クリエイティブな生き方とは？」
講演をもとに 2人のクリエイターが、それぞれのキャリア選択や人生観
についてファシリテーターと話します。会場のわかものとおとなの中から
出てきた疑問や考えをクリエイターと一緒に対話し、考えていきます。

第 1部

第 2部

【プログラム】 講演  「栄区の祭を担う」

　　　　　　宮田 宣也　　　　　　　  阿部 慎吾
　　　　　　（春日会）　　　　　　　　 （昇龍）

「若者が参加したくなる地域づくりとは？」

第 1部

第 2部

日　時：11月25日（日）13：00～15：00    ●  会　場：リリス会議室

参加費： 中学生・高校生世代  無料、おとな 500 円    ●  定　員：30名（先着順）

「祭」でつながる若者と地域

「わかものとおとな」のキャリア教育講座

映像・パフォーマンス

ティーンズクリエイション組織委員会　代表

SAKAE NEXT PROJECT 代表

泉 光太郎

佐藤 良仁（公益社団法人かながわデザイン機構）
クリエイティブデザイナー。東京工芸大学他３校で教
鞭。（公社）日本広告制作協会 教育支援部会担当 理事・
（公社）かながわデザイン機構 教育支援委員会担当 副
理事長・（公社）日本グラフィックデザイナー協会
（JAGDA）神奈川幹事。他、企業の宣伝部・クリエイティ
ブ系企業中心に10社の顧問。

【ファシリテーター】

【クリエイター】
三浦 宗一郎（株式会社ハッシャダイ）
中学卒業後、トヨタ自動車の企業内訓練校であるトヨタ
工業学園に進学。卒業後、トヨタ自動車に就職し製造
に関わる。2017年に内閣府事業世界青年の船日本代表
に選出。その後20か国を旅する。2018年より株式会社
ハッシャダイにて、「ヤンキーインターン」の講師を
務めている。

水野 ひまわり（武蔵野美術大学）
空間演出デザイン学科に在籍。2016年春、神戸、東京
で初の個展を開催。富士フィルムフォトコンテスト・
特別テーマ部門で審査員特別賞を受賞。造形、写真、
イラストなど分野を問わずクリエイター活動をして
いる。

日　時：11月23日（金）

　　　　① 13：00～14：30

　　　　② 16：00～17：30

会　場：リリス会議室

参加費：中学生・高校生世代  無料

　　　　おとな 500円

定　員：30名（先着順）

※スマホがない方でも参加できます。

【講師の山本さんからひとこと】
日本画・洋画・浮世絵の四択クイズにレッツトライ！めざせ全問正解！

葛飾北斎の本名など、思わず、人に話したくなる小ネタや、知っていると

うれしい知識が得られるよ！さらに、名画をみるポイントも教えます。

なんと今回は参加者全員におみやげつき！！

作 品 展 示
わかもの（中学生・高校生世代）が、学校で、地域で、自宅で、好きなこと、

やりたいことに打ち込んで作り上げた文化的作品を一堂に集めて

展示します。栄区内の「わかもの」の作品のみならず、市内・県内を

はじめ、国内外からの作品が並びます。

11月21日（水）～25日（日）

10：00～20：00　最終日は18：00まで

栄区民文化センター リリス（ギャラリーA）

入場無料

【全体進行】

日　時：11月25日（日）15：30～18：00    ●  会　場：リリス会議室

参加費：中学生・高校生世代  無料、おとな 500円    ●  定　員：30名（先着順）

ティーンズクリエイション組織委員会　事務局

SAKAE NEXT PROJECT 副代表

由井 拓帆
【全体進行】

お問い合わせ・申込み：ティーンズクリエイション組織委員会  045-898-1400 sakaenextproject@gmail.com
（フレンズ☆SAKAE）

トークセッション

トークセッション

ワークショップ

同時開催

ライブセッション

18：00～  交流会を行います（軽食あり）。ぜひご参加ください。  ※参加費：500円
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