
は準備・設営をしていますが、会場内に自由に入れます。月24 金28～
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松菱は高度経済成長期の
浜松の大型商業施設中心市街地集約の都市計画の中で活性化するはずだったのが、

その夢が外れてしまった。私は仕事でプランや企画を考えていて何も思いつかない時は、寝てしまったり、寝ながら考えたり
することがよくある。何もなくなった跡地に、経済的には失敗できないと再び計画を立ててまち作りを考えることは今は眠らせ
ておこう。いっそ松菱跡地でごろごろして寝てしまおう。そうして寝る場所を作ったら気づくと誰かにとって居心地の良い場所

ができるかもしれない。寝っ転がってぼんやりしながら、また新たな場所を夢見ることからはじめてみたい。

《アクセス》会場／松菱跡地（浜松市中区鍛冶町 124 番地の1）
〈徒歩〉浜松駅から徒歩5分　　〈バス〉「かじ町」バス停下車すぐ
〈車〉浜松 IC、浜松西 ICより約30分  ※駐車場はありません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

※椅子・テーブル・テントなど持ち込み可

参加費
無 料

1984年山梨県生まれ、札幌市在
住。国内外さまざまな場所で活動
を実施。近年の主なプロジェクト
に、雪国の共有地、祭、近代化を
テーマにしたモニュメント《Snow 
tower》（2022、越後妻有大地の
芸術祭）、山梨の丸石神信仰とそ
こから派生する芸術文化を巡る
プロジェクト《道祖神リプレゼン
テーション》（2021、山梨アート
プロジェクト）、房総半島の放置
林となった古代の聖山への道を
復旧させるドキュメント《音信山
再訪》（2021、いちはらアート
ミックス）など。

深澤孝史（美術家）

参加者大募集！！
浜松市中心市街地、更地となった松菱百貨店跡地の一角に、自分達の「ベッドルーム」を複数こしらえて、そ
れぞれ思い思いに過ごせる「ベッドタウン」を作ってみよう！半分プライベート、半分パブリックのような感覚
で、ベッドルーム作りや、さまざまな活動をしてくれる人（ただ寝るだけも含む）を募集します！

ワークショップ『マイ［ベッド］タウンをつくろう！』

募集
要項

申し込み
方法

対　　象／どなたでも　　
参  加  費／無料　
参加資格／事前準備に参加し、
　　　　　会期中、１日以上
　　　　　活動を行える方。

①氏名②電話番号③メールアドレス④住所⑤年齢⑥所属
⑦どんな活動を希望するか（任意）を上記フォームへお申し込みください。
※同時に、ベッド（10 台）や布団や枕も募集！［浜松市内限定］

申し込みフォーム
sleeping city planning 関連企画

 お問い合わせ
認定ＮＰＯ法人クリエイティブサポートレッツ

TEL 053-451-1355　

メール  lets-arsnova@nifty.com　

〒430-0939　浜松市中区連尺町314 -30

イベントの詳細、変更、中止については
公式サイトをご覧ください ▶▶▶▶▶

●個人的な祈りを捧げる
　場所を構える

《活動イメージ》
●本棚を用意して
　  本を読む場所を作る

●好きな趣味を
　　　行う場所にする

●何かイベントをおこなう

●自分の好きな寝室に
　アレンジして
　ゴロゴロする

《新型コロナウイルス感染症対策について》
・体調の優れない方は、ご来場をお控えください。
・入場時は、マスクの着用、手指の消毒などコロナ
  対策にご協力ください。
・お客様同士ソーシャルディスタンスをお守りください。
・最新情報は、ウェブサイト等でご確認ください。
・やむを得ず、中止となる場合があります。

文化庁委託事業「令和 4 年度障害者等による文化芸術活動推進事業」
主催／文化庁、認定ＮＰＯ法人クリエイティブサポートレッツ
協賛／株式会社アサヒコーポレーション　協力／株式会社HACK、花の舞酒造株式会社、ふじのくに野外芸術フェスタ実行委員会、NPO法人3Reee　
後援／一般社団法人浜松商店界連盟、浜松まちなかにぎわい協議会、中日新聞東海本社　　支援／アーツカウンシルしずおか
〈アーツカウンシルしずおかとは〉「アーツカウンシルしずおか」は、まちづくりや観光、国際交流、福祉、教育、産業など、社会の様 な々分野と文化芸術を結び付け、社会課題への対応や地域の活性化を目指す住民主体の創造的な活動を支援します。

新浜松駅

第一通り駅

バス
ターミナル

JR 浜松駅

鍛冶町通り
かじ町バス停

ヤマハ
郵便局

新川モール

認定ＮＰＯ法人
クリエイティブ
サポートレッツ

アクト
シティ

ザザシティ
浜松 松菱跡地

スリーピングシティプランニ
ング

※新川モールのトイレをご利用ください。（障害者用トイレあり）
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2022.10.22土 日.23 土.29 日.30
10：00～19：00 10：00～17：00 10：00～20：00 10：00～17：00

会場／松菱跡地
浜松市中区鍛冶町124番地の1



ゴロ
ゴロできます 自由に演奏できます

道を歩けます

卓球できますベッド
で遊べます

自由に遊べます
会場は

自由に

過ごせ
ます！

踊れます　
自由に

ゆっくりと眠れます 砂利を
積んで山が作れます　

大きな空を眺められます

風と砂利と音土

日

2210/
10：00～16：00

23

10：30～15：30

玄関ライブ×浜松OPEN ART

何かを表現するっていうことは、それまでは決して表現でなかった「音／こと」を表現の
俎上（そじょう）に載せるためになされるんですわ。だから、それは単なる主張以上のも
の、それでいながら表現未満なものを、違う次元に押し込むものなんだと思うんですよ。

障害福祉施設アルス・ノヴァの玄関で毎月行われる「だれでも参加ＯＫ・どん
な演目でもＯＫ」なライブ『玄関ライブ』。浜松の街中や浜松城公園でアート
展示や音楽ライブなどを行う『浜松Open Art』。２つがまざって、なにかが起
こるかもしれないし起こらないかもしれない凸凹音楽ライブ。

この古本市は、本をちょっとだけ読むかも、マンガだけなら、なんて方にも気軽に来てもらいたい、フレンドリーな古本市です。
出店者やお客様が本を通じて話す場となりコミュニケーションができます。

音楽っていうのは、それが音楽として鳴らされる前までは決して音楽
じゃないんですよ。それは単に風だったり、砂利がじゃりじゃりいうだけ
だったり、要するにただの「音／こと」なんですよね。

風と砂利とこと13：00～17：00

日30 11：00～16：00

演劇ステージ

音楽ステージ

静岡県舞台芸術センター（Shizuoka Performing Arts Center：SPAC）は、静岡県設立の
劇団。東静岡駅前「静岡芸術劇場」・日本平「舞台芸術公園」を拠点に演劇作品を創作。小中
高生への育成事業、県内各地で演劇やダンスのワークショップなど幅広く展開中。2017年仏・
アヴィニョン演劇祭ではアジア圏の団体で初めてオープニングを飾るなど、世界でも活躍。

静岡県が設立した劇団 SPAC（すぱっく）が浜松・松菱跡地にやってくる！
藤枝を拠点に活動する劇団ユニークポイントの山田裕幸の作・演出で、子どもから大人まで
お楽しみいただける野外劇を上演。松菱跡地の特設ステージに、言葉をなんでも“さかさま”
から読むお姫様、さかさま姫の不思議な世界を立ち上げます。クリエイティブサポートレッツと
のコラボにより、あなたの世界を見る目も変わるかも。

SPAC（すぱっく）とはSPAC（すぱっく）とは

『松菱跡地のさかさま姫』

浜松古本市 in オン・ライン・クロスロード2022浜松古本市 in オン・ライン・クロスロード2022

木村劇団木村劇団木村劇団木村劇団
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InariInariInariInari

（協力：社会実験室 踊り場）

対話空間創造舎＋
静岡文化芸術大学有志
対話空間創造舎＋
静岡文化芸術大学有志
対話空間創造舎＋
静岡文化芸術大学有志
対話空間創造舎＋
静岡文化芸術大学有志

遠藤綾野遠藤綾野遠藤綾野遠藤綾野

https://spac.or.jp
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土22
日30～

10/ スリーピングシティプランニング

期間中会場内にてワ
ークショップ実施！

詳しくは裏面へ！！

他

14：00～
音楽、自転車、キャンプなど、野外で遊ぶ様々な要素を融合した野外イベント
MINGLE VILLAGE。
2015年から開始し、山、湖畔など自然の中で毎年開催されてきましたが、今年は
「オン・ライン・クロスロード」の会場内にて、初の市街地開催！
ライブステージ、BMX、スケートボードパーク、ワークショップ、子供から大人
まで一日楽しむことのできるコンテンツで松菱跡地の空間を演出します。
松菱跡地でのステージ終了後、Planet Cafeにてアフター
パーティーも開催します。

土

MINGLE VILLAGE 2022MINGLE VILLAGE 202229
10：00～20：00

（ミングルビレッジ 2022）
協力：クラブアルス

ミングルビレッジ

公式サイト

クラブアルス
公式サイト

10/

10/

《出演》
YoLeYoLe×Tengusa

gnkosaiBAND
SAIRU

amanita
Anchorsong
DJ Recloose

他

MINGLE VILLAGE 2022MINGLE VILLAGE 2022

当

日
のライブの様子は、後日、YouTube動画「クラブア

ルス」のシ
リーズと

して公開
予定！

「障害のあるなしを超え、参加者の
方々が“ごちゃまぜ”で、同じ時間を楽
しむ」場をクラブイベントの形式を用
いて音楽の力で現前させ、その光景
を動画配信することで、視聴者は映像
を通して間接的に体験します。
クラブアルスは、映像コンテンツ
の作成と公開を通して社会に
ゆるやかなインパクトを
与えることを目的とした
イベント・活動です。

新型コロナ時代を経験して、幸せの在り方が大きく変わろうとしています。
経済的な豊かさよりも、人とのつながりや、持続可能性、それぞれのウェルビーイングについて考え、行動する時代へと変化してい
ます。認定NPO法人クリエイティブサポートレッツは、2018 年より浜松市中心市街地に拠点を構え、障害者を核としながら文化
や街づくりといった様々なアクションを行っています。その中で、今年度は、だれでも参加できるクラブイベントや舞台を、地域の
様々な団体と協力して、昨年に引き続き松菱跡地で開催します。多様な人たちがともに集い楽しむ場をぜひ体感してください。

オン・ライン・クロスロード2022


