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神戸の子どもたちとクリエイターがつくる夢のまち
ちびっこうべ 2 0 1 4 開催のご案内

2014.9.8
デザイン・クリエイティブセンター神戸

今秋「KOBE デザインの日」記念イベントの一環として、デザイン・クリエイティブセンター神戸

（KIITO）で開催する「CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ 2014」についてご案内いたします

ので、取材や掲載のご協力いただけますよう、何卒よろしくお願い申しあげます。

メインイベント

CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ 2014

2014/10/11(土)～ 26(日) 
会場 デザイン・クリエイティブセンター神戸
主催 デザイン・クリエイティブセンター神戸
協力 神戸芸術工科大学、神戸・三宮センター街
後援 朝日新聞社、NHK 神戸放送局、MBS、関西テレビ放送、Kiss FM KOBE、神戸市教育委員会、
　　 神戸商工会議所、神戸新聞社、産経新聞社、サンテレビジョン、日本経済新聞社大阪本社、
 　　毎日新聞神戸支局、読売新聞神戸総局、読売テレビ、ラジオ関西

ちびっこうべは、神戸の子どもたちとクリエイターが一緒につくる、夢のまち。プロのクリエイターから本物

の知識や技を楽しく学ぶことを大切にしながら、自分たちの手で「まち」をつくる機会を提供することで、子

どもの創造性を育むことを目的とした体験プログラムです。2012 年の第 1 回目に続いて、2014 年に第 2 回目

を開催します。

ちびっこうべの子どものまちオープン日では、当日参加の子どもたちが市民登録をして仕事をすると、キート

通貨が受け取れます。仕事をしたり、買い物をしたり、ものづくりなどいろいろな体験ができます。

子どものまちは、
神戸の未来。

ちびっこうべ 2012 開催の様子



CREATIVE WORKSHOP ちびっこうべ 2014　開催スケジュール

●10月 11日 (土) 11:30-15:30
オープニングイベント＆ユメミセ発表会

10 月 12 日（日）からの子どものまちオープンに向けて、子どもたちがまちを紹介するオープニングイベントを

開催します。また、午後からは夏休みから「シェフ」「建築家」「デザイナー」のワークショップを体験した子

どもたちによる夢の飲食店「ユメミセ」の発表会を開催。 ※この日は見学のみです。ワークショップはございません。

入場無料、申込不要、対象 / どなたでもご参加いただけます

●10月 12日 (日)、13日 (月・祝)、18日 (土)、19日 (日) 12:30-17:00
子どものまちオープン

子どものまちには、当日参加できるお仕事がたくさん。仕事をしたり、買い物をしたり、ものづくりしたりと

いろんな体験ができます。また、18 日（土）16 時からはちびっこテーラー（服の仕立て屋さん）がつくった

服を発表する「ファッションショー」や、19 日（日）16 時からは子どもたちがつくった夢の飲食店への人気

投票の結果発表「ユメミセコンテスト」を開催いたします。

入場無料、申込不要、対象/小学3年生から中学3年生 ※子どものまちエリアには中学生以下のお子さまのみ入場できます。

●10月 15日 (水) -17日 (金)、21日 (火)-26日 (日)  11:00-19:00
子どものまち展示

子どものまちに大人も自由に入って見学できます。まちができるまでのプロセスを紹介する展示も行います。

入場無料、申込不要

●10月 16日 (木 ) 19:00-21:00
KIITOアーティスト・イン・レジデンス 2014　西尾美也　アーティスト・トーク

「子どものまちでつくる衣服――ちびっこテーラープロジェクト」

講師 / 西尾 美也（美術家 /KIITO アーティスト・イン・レジデンス 2014 招聘作家）

聞き手 / 芹沢 高志（デザイン・クリエイティブセンター神戸 センター長）

8 月より、ちびっこうべでのお仕事「ちびっこテーラー」を養成するワークショップを行ってきた西尾氏に、

これまでの作家活動やワークショップの内容について紹介いただきます。

※KIITO アーティスト・イン・レジデンス / アーティストを招き、KIITO を拠点に作品を制作するプログラム

参加無料、要申込、定員 50 名

●10月 25日 (土) 19:00-21:30
ちびっこうべ クロージングトーク＆パーティ

ちびっこうべ 2014 の締めくくりとして、子どものまちが一晩だけの大人のまちになります。ちびっこうべに

関わっていただいた方々と一緒にそれぞれの役割を振り返り、語り合います。

参加無料、要申込、定員 150 名、対象 / どなたでも参加いただけます
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10 月 11 日（土）からのちびっこうべのまちオープンに向けて、子どものまちを完成させるため、建物を仕上

げたり、CMをつくったり、オープニングイベントのパフォーマンスを準備するなど、多彩なワークショップ

を行います。

●10月 4日 (土) 13:30-16:30
ちびっこ大工
講師：大川 輝、見通 真次（株式会社 POS建築観察設計研究所）
建物の構造やさまざまな工具の使い方、素材の見分

け方を教わって、子どものまち「ちびっこうべ」に

欠かせない建物をつくります。定員 /10 名

●10月 4日 (土),5(日) 13:30-16:30
ちびっこカメラマン
講師：曽和 具之（神戸芸術工科大学）
動画撮影の技やコツ、構図のとらえ方、編集方法な

どを学んで、「ちびっこうべ」の魅力を伝える CMを

つくります。定員 /5 名　※2 日間連続でのご参加を

お願いします。

●10月 5日 (日 ) 13:30-16:30
ちびっこコンシェルジュ
講師：槻橋 修（ティーハウス建築設計事務所）
今年の「ちびっこうべ」には神社や郵便局、港など

新スポットが登場！訪れた人たちにまちを楽しんで

もらうための案内看板をつくります。定員 /10 名

●10月 5日 (日 ) 13:30-15:30
まちづくりデザイナー
講師：永田 宏和（デザイン・クリエイティブセンター神戸）
「都市環境デザイン」の視点をまちづくりの専門家か

ら学び、さらに楽しくまちを活用していく方法「ま

ちづかい」を考えます。定員 /10 名
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ちづかい」を考えます。定員 /10 名

●10月 5日 (日 ) 13:30-15:30
段ボールデザイナー
講師：小仙 浩司（Design Logistics_by）
軽くて強く、リサイクル可能な段ボールのリユース

アイデアを研究。まちの広場でゆっくり、くつろい

でもらうためのイスをつくります。定員 /20 名

●10月 5日 (日 ) 13:30-15:30
パフォーマー、俳優、レポーター、カメラマン
講師：ウォーリー木下（sunday・オリジナルテンポ）
舞台や芸能の世界に興味がある人たちで、10月 11 日

（土）のオープニングイベントを盛り上げるパフォー

マンスをつくります。定員 /10 名

※10 月 11 日（土）11:30 からのオープニングイベン

トに参加できる方のみ申込みいただけます。

●10月 5日 (日 ) 13:30-15:30
ちびっこデザイナー
講師：和田 武大（DESIGN HERO）、サタケシュンスケ
何を、だれに、どう伝えれば伝わるのか…デザイン

の考え方を学び、まちの建物にとりつける看板や
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関連イベント

ちびっこうべ まちづくりワークショップ

2014/10/4(土),5(日) 
会場 デザイン・クリエイティブセンター神戸 / 対象 小学 3 年生～中学 3 年生
参加 無料・要申込（申込期間 2014 年 9 月 8 日（月）15 時～18 日（木）17 時必着 ※応募者多数の場合抽選）
主催 デザイン・クリエイティブセンター神戸
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催事の申込みはウェブサイトにて 9/8(月) 15:00 より開始します。

お問い合わせ：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）広報担当

〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4 TEL 078-325-2235 FAX 078-325-2230

開館時間 11:00-19:00 入館料無料　休館日 月曜日　info@kiito.jp http://kiito.jp/


