2013 年 6 月 18 日
株式会社イクスピアリ

イクスピアリの夏休みイベント

「イクスピアリ・夏フェスタ」開催のお知らせ
2013 年 7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）
物語とエンターテイメントにあふれる街「イクスピアリ」では、7 月 20 日から 9 月 1 日までの
44 日間、
「夏祭り」をテーマにした夏休みイベント「イクスピアリ・夏フェスタ」を開催します。
期間中の毎週土日には 2F セレブレーション・プラザにて、伝統的な｢盆踊り｣に「HIPHOP」や
マイハマ

ボン

「JAZZ」などのダンス要素をかけ合わせた新しいスタイルの盆踊りステージ「MAIHAMA BON
オドリ

ODORI 和洋折衷」を開催します。和太鼓の生演奏とプロのダンサーたちによる迫力あるダンスを
お楽しみいただけます。さらに、8 月 10 日から 8 月 18 日までのお盆シーズンにはヨーヨーつりや
輪投げなど 5 つのブースが楽しめる「イクスピアリ・プチ縁日」が登場し、
「夏祭り」の雰囲気を
盛り上げます。
その他にも、夏を熱く盛り上げる様々なダンスステージを開催します。ゴールデンウィークに開
ダンサーズ

フライト

チア

ダンス

催し、好評だったキッズダンスコンテスト「DANCERS FLIGHT 」や「JCDA Cheer Dance
フェスティバル

Festival in IKSPIARI」など、夏の暑さを吹き飛ばすような元気なダンスステージが期間中目白押
しです。
また、
「夏休みワークショップ」と題して、お子さまの夏休みの自由研究や思い出作りにぴったり
の体験講座を合計 25 種類以上開催します。
「食品サンプル作り」や「こけ玉作り」、書道家を講師
に招いて行う「提灯絵付け体験」など、大人も子供も楽しめる初開催の講座も数多くご用意します。
熱気あふれるダンスステージや縁日など、
「夏祭り」気分が楽しめるイクスピアリで、思い出に残
る夏休みをお過ごしください。

「MAIHAMA BON ODORI 和洋折衷」

イクスピアリ・プチ縁日
「ヨーヨーつり」

夏休みワークショップ
｢こけ玉をつくろう！｣
※写真はイメージです

マイハマ

ボン

オドリ

盆踊りステージ「MAIHAMA BON ODORI 和洋折衷」
日程：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）の土日
時間：19：00～19：30
※8月10日、11日、17日、18日は15：00～15：30と17：00～17：30も開催

場所：2F セレブレーション・プラザ
伝統的な｢盆踊り｣に「HIPHOP」や「JAZZ」
、
「HOUSE」などのダンス要素をかけ合わせた、新
しいスタイルの盆踊りステージ「MAIHAMA BON ODORI 和洋折衷」を開催します。和太鼓の生
演奏に合わせて、着物をアレンジしたきらびやかな衣装のダンサーたちによる迫力あるダンスをお
楽しみいただけます。さらに、ゲストの皆さまにもご参加いただき、会場が一体となって盛り上が
る場面もあります。

その他のダンスステージのスケジュール
「イクスピアリ・夏フェスタ」期間中、2F セレブレーション・プラザでは、
「MAIHAMA BON
ODORI 和洋折衷」以外にも夏を盛り上げる、元気いっぱいのダンスステージを数多く開催します。
イベント名
開催日
概要
Summer Has Come!
DANCERS FLIGHT
JCDA Cheer Dance Festival
in IKSPIARI

avex artist academy Dance
& Vocal Stage @ IKSPIARI
DANCERS FLIGHT /
EXHIBITION

夏休みのスタートを盛り上げる、キッズダンサーに
7 月 20 日(土)、
よる和テイストのダンスステージ。ゲスト参加型ス
7 月 21 日(日)
テージも開催。
プロのダンサーによるダンス審査とダンスに対する
7 月 27 日(土)
アドバイスを行うキッズダンスコンテスト。
8 月 3 日(土)、 今回で 6 回目となる 140 チーム(2000 人以上)が参加
8 月 4 日(日)
するチアダンスイベント。キッズチア教室も開催。
「avex artist academy」でプロを目指す受講生によ
8 月 24 日(土)
るダンス＆ヴォーカルステージ。デビューした受講
生によるステージも開催。
5 月 5 日と 7 月 27 日開催の「DANCERS FLIGHT」
8 月 25 日(日)
で優勝した合計 4 チームによるダンスステージ。

※悪天候時など、内容の一部変更、または中止となる場合があります

「イクスピアリ・プチ縁日」
日程：8 月 10 日（土）～8 月 18 日（日）
時間：13：00～20：00
場所：2F セレブレーション・プラザ
盆踊りステージとともに「夏祭り」気分を演出する「イクスピアリ・プチ縁日」を開催します。
「ヨーヨーつり」や「輪投げ」など 5 つのブースが登場します。

体験講座「夏休みワークショップ」
日程：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）
※開催日時、場所は講座により異なります

親子で楽しみながら学べて、夏休みの自由研究にもご活用いただける体験講座を、期間中 25 種
類以上開催します。
「食品サンプル作り」や｢こけ玉作り｣、書道家を講師に招いた「提灯絵付け体験」
など、初開催の体験講座も数多くご用意します。イクスピアリでの新しい「体験」で、思い出に残
る夏休みにしてみませんか。
※各体験講座についての詳細は添付資料をご覧ください

お問い合わせ先
イクスピアリ インフォメーション TEL：047-305-2525（受付時間 10：00～20：00）

資料

「夏休みワークショップ」講座ご紹介
【食品サンプルをつくろう！】

初開催

【消しゴムはんこをつくろう！】

初開催

ミニパフェから本格的なラーメンま

人気消しゴムはんこ作家の津久井
智子氏に教わりながら、消しゴムを
彫ってかわいいはんこを作る体験講
座です。

で、本物そっくりに作れます。

※10 歳以下のお子さまは保護者の方とご

店頭で見かけるあの食品サンプルを
自分の手で作れる体験講座です。

参加ください

日程：7 月 20 日（土）～7 月 22 日（月）

日程：8 月 15 日（木）～8 月 17 日（土）

8 月 15 日（木）～8 月 18 日（日）

場所：2F トレイダーズ・パッセージ

場所：2F トレイル＆トラック

【ペーパークラフトモビールをつくろう！】

【アクアドームをつくろう！】

初開催

200 種類以上のアイテムから好きな

ペーパークラフト作家大熊氏と酒井

ものを選んで、自分だけの世界を表

氏に教わりながら、クジラや魚、浮

現した「アクアドーム」を作れます。

き輪を持った動物など、夏らしいモ

浴衣でご参加の方は参加費が割引に

チーフのモビールを作ります。

なるサービスもご用意します。

日程：8 月 19 日（月）～8 月 22 日（木）

日程：7 月 20 日（土）～9 月 1 日（日）

場所：2F トレイダーズ・パッセージ

場所：3F グレイシャス・スクエア

【こけ玉をつくろう！】

【Ｔシャツをデザインしよう！】

初開催

自分の好きな柄や色を選び、パソ

土と「こけ」を使って小さな「こけ

コンを使って配置を決めてオリジナ

玉」を作り、最後にはかわいい表情

ルＴシャツを作ります。名前やメッ

をつけて“みどりのともだち”の完

セージを入れることもできます。

成です。夏休みの自由研究としても

日程：7 月 23 日（火）～7 月 26 日（金）

人気の講座です。

場所：2F トレイル＆トラック

日程：8 月 21 日（水）～8 月 23 日（金）
場所：2F セレブレーション・プラザ

【提灯に絵をかこう！】

初開催

岐阜の伝統工芸技術をもとに作られ
た小さな提灯に、書道家の鴨山友絵
氏に教わりながらメッセージや模様

その他のワークショップ
イクスピアリの各ショップでも、夏休みの思い出作り
にぴったりな体験講座を開催します。詳しくはイクスピ

を描く講座です。完成した提灯は

アリ・オフィシャルウェブサイト(www.ikspiari.com)

たたんで手紙としても送れます。

にて随時お知らせします。

日程：7 月 30 日（火）、7 月 31 日（水）
場所：2F トレイダーズ・パッセージ

【風鈴に絵をかこう！】
江戸時代と変わらない製法で作り続
けられる｢江戸風鈴｣に自分で好きな
絵や柄を描く、夏ならではの体験講
座です。
日程：8 月 1 日（木）～8 月 14 日（水）
場所：2F トレイル＆トラック

※開催日時、場所、費用は、講座により異なります
※写真はイメージです

