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株式会社パルコ ひばりが丘店 

 
 

 

ひばりが丘PARCOが地域の皆様と共に創るイベント 

第三回 「ひばり文化祭」 10/18(金)～11/4(月・祝)開催 
 

 

                      

まち、地域の方一緒につくる、参加する「ひばり文化祭」は今年で三回目の開催となりました。今回は 

身近にアートに触れることのできる、「アート」をテーマとした「ひばり文化祭」 を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばりが丘 PARCO は、「パルコで学ぶ・遊ぶ・元気になる」をコンセプトに 2017 年から開催している地域の皆様と共に創る    

イベント「ひばり文化祭」を、10 月 18 日(金)～11 月 4 日(月・祝)）の期間で開催します。第 3 回となる今回は“文化祭”の原点に返り、

「アート」をテーマとしています。 
 

アートイベントとしては、メインビジュアルを描いた水彩画家笠井一男氏によるライブペインティングや、切り絵作家小出蒐氏の 

作品展示、クリエイター作品を集めたアート雑貨の期間限定ショップなど、文化祭に参加するだれでもみんなが「アート」に気軽に 

触れることの出来る様々なイベントを用意しました。 

また、学ぶイベントとしては、ひばりが丘周辺のアーカイブ写真と共に現在の写真を並べた展示「ひばりの風景。」や、地域に住む

方々の歴史を感じることのできる好評企画「ひばりの肖像。」、ひばりが丘周辺エリアを巡るフィールドワークなどを開催いたします。 

この先も、ひばりが丘エリアのマーケットが、より楽しく、住み続けたい街となるように、地域の皆様とのコミュニケーションの場として、

ひばりが丘PARCO をご利用いただきたいという想いで企画しております。 

 

水彩画作品：笠井 一男（かさい かずお） 、撮影：濱口 太（はまぐち ふとし） 、デザイン：中村 晋也（なかむら しんや） 
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【ひばり文化祭とは】 

◆“ PARCO で学ぶ・遊ぶ・元気になる ”をコンセプトとしている「ひばり文化祭」 

非常に知的好奇心の高いひばりが丘エリアのマーケット特性を意識し、ひばりが丘エリアの地理や歴史、地域でのコミュニケーションに  

対して強い関心を持ったお客様を巻き込んだ参加型企画となります。 

第一回開催時より“ PARCO で学ぶ・遊ぶ・元気になる ”をコンセプトとし、これまで沢山の方々にご参加いただきました。 

第三回となる今年は「アート」をテーマに参加する方々が気軽にアートに触れることのできるイベントの開催をしてまいります。 

◆地域の作家、クリエイター、職人、学校などが多数参加 

西東京市周辺で活躍するクリエイター、文化人、ミュージシャンや、地域に根ざしたショップ、学校（碧山小学校・自由学園）などによる   

パフォーマンスや講演、ワークショップを展開。また、今回のデザインや広告撮影は地域で活躍するデザイナー中村晋也、カメラマン   

濱口太を第一回開催から引き続き起用致しております。 

【企画内容】 

◆アート＆カルチャーイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆買えるアート 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICHIGOICHIE 似顔絵制作 

■11/2(土) ■1F 特設会場 ■12：00～1７：00 

■参加費：500 円 ※所要時間約 5 分、写真からも可 

苺に扮したクリエイターのホリデーが、 

一期一会の気持ちで似顔絵を描く「苺一絵」です。 

マジック 1 本で描くシンプルでポップポップな 

タッチは SNS のアイコンにもオススメです。 

切り絵作家小出蒐＆ 

ひばりが丘カルチャーセンター生徒の切絵展示 

■10/18(金)～11/4(月祝) 

■5F エスカレーター横 

西東京市在住の切り絵作家・小出蒐先生が 

西東京市の風景を切り絵で描いた作品を 

展示。あわせて小出蒐先生の生徒さんの 

作品も展示します。 

*mocorin* (モコリン) 

■11/2(土)～11/4(月祝) 

■2F 特設会場 

世界で一つだけのカラフルで可愛らしいハンド

メイドの小物たちを集めた新座の 

雑貨屋さんが、期間限定でパルコに登場。 

期間中はワークショップも随時開催。 

①Petit
プ チ

水彩画展 

■10/18(金)～11/4(月祝) ■4F 特設会場 

新しい水彩画に世界中で関心が集まっています。 

“水彩画は薄くあっさりしたのも”という先入観を覆す濃厚で味わい 

深い笠井一男の水彩画をお楽しみいただけます。 

水彩風景画「笠井
か さ い

一男
か ず お

」 

笠井一男  

横浜画塾塾長 

年間1～2 回のペースで個店を開催し、 

NHK カルチャー教室の水彩講座各種、 

海外の水彩スケッチツアー講師を担当する。 

著者：「水彩風景～プロの手順～」「透明水彩 

シンプル・レッスン」 

㈱パルコ在籍中の 1993 年にひばりが丘パルコ開店

キャンペーン広告を手掛ける。 

 

②風景水彩デモンストレーション 

■11/4(月祝) ■5F 特設会場 ■14：00～ 

水の力を使って描く新しい水彩画のスタイルをライブ感覚で 

お楽しみいただける笠井一男によるデモンストレーションです。 
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クリエイターズマーケット 

■10/31(木)～11/4(月祝) 

■1F 特設会場 

ひばりが丘パルコのひばり文化祭をもっと

盛り上げたい！ をテーマにクリエイター

からのアイデア溢れるアイテムを集めた 

ポップアップイベントを開催します。 

手紙舎 

■10/18(金)～10/27(日) 

■1F 特設会場 

様々なクリエイターの作品を集めた 

手紙舎 雑貨店が再登場！ 

今年は「手紙社の紙もの・スタンプまつり」

＆ワークショップ等開催します。 



 

◆ひばりが丘の歴史を学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ひばりが丘の地形を学ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「東久留米東側周辺のスリバチ地形」講演会 

■11/2(土) 13：00～14：00 ■5F 特設会場 

■参加費：無料（事前申込不要） 

大好評企画第3 弾！NHK「ブラタモリ」にも出演した 

多摩武蔵野スリバチ学会・真貝会長による講演会を開催。 

今回は東久留米の東側を中心としたスリバチ地形などに 

ついて講演していただきます。 

②「パルコスリバチウォーキング Vol.3」 

多摩武蔵野スリバチ学会真貝会長と巡る 

東久留米東側3 河川の合流点 

■11/2（土）14：15～16：30 ■集合場所1F 店頭 

■参加費：1,500 円 定員20 名（事前申込み） 

■お申込み：10/11 よりひばりが丘パルコ HP にてお申込み

方法をご確認ください。 

講演会に引き続き、真貝会長と巡るフィールドワークを開催。 

ひばりが丘パルコから出発し、東久留米東側のエリアへ向かい、 

立野川・落合川・黒目川の合流点をめぐる約7 キロのコースです。 

多摩武蔵野スリバチ学会 真貝会長と楽しむ「ひばりが丘エリアのスリバチの地形」 第 3 弾 

写真展「ひばりの肖像。」 

■10/18(金)～11/4(月祝) ■1F エスカレーター横特設会場 

ひばりが丘近郊で撮影された思い出の写真と、同じ場所で 

同じようにプロカメラマンにより再現された現在の写真を 

並べて展示。事前募集をした中から厳選された十点の写真を 

思い出のコメントと共に展示いたします。 

 

ひばりが丘レトロスペクティブ 

写真展「ひばりの風景。」 

■10/18(金)～11/4(月祝) ■1F エスカレーター横特設会場 

ひばりヶ丘駅やひばりヶ丘駅周辺の商店街の貴重な昔の写真を集め、

今と昔を比較し、後世に残していく企画です。本年度はアドバイザーとし

て地域史に詳しい滝島俊さんにもご協力いただき、西東京市図書館が 

保管する懐かしい写真も公開致します。 

2018 年 1975 年 2019 年 2018 年 2004 年 1997 年 
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◆遊ぶ・元気になるイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由学園パン工房 

■11/4（月祝） 11：00～17：00 

 ※売り切れ次第終了 

■１F 店頭 ※荒天時１F 店内 

大好評！自由学園パン工房のパン 

販売会。60 余年間、学生のために毎日

焼いているパンの味をお楽しみくださ

い。 

企画名：ひばり文化祭 

期  間：10 月 18 日(金)～11 月 4 日(月・祝) 18 日間 

会  場：ひばりが丘 PARCO 全館 

参加者：西東京市や周辺地域の学校、クリエイター、ショップ、ひばりが丘 PARCO 内ショップ 他 

 

▼ひばりが丘 PARCOHP https://hibarigaoka.parco.jp/page/bunkasai/ 
  ※10 月11 日（金）公開予定 

 

▼各 SNS アカウント 

Instagram (@parco_hibarigaoka_official)  ／  Twitter (@parco_hibari) 

Facebook (https://www.facebook.com/hibarigaokaparco/ ) 

写真家 濱口太の写真のモデル体験 

■10/26(土) ■5F 特設会場 

①10：30～12：00/②14：00～15：30 

■参加費：500 円 /各回先着１５名（事前申込） 

■対象：小学生 ■お申込み：10/11 より 

プロのカメラマンによるアドバイスと共に 

本物の撮影セットでの撮影が体験できます。 

撮影した写真はもれなく 1 枚プレゼント！ 

 

コイデカメラハロウィン撮影会 

■10/26(土)  13：00～15：00 

■1F 店頭特設会場  

※荒天時 2F 特設会場 

ハロウィンのフォトスポット前で行う撮影会です。 

思いっきり仮装してご参加ください。（衣装の用意は多少有ります。） 

写真は後日コイデカメラにて無料でプレゼント！ 

さらに先着100 名様へ、オリジナル魔女帽子をお渡しします。 

西東京フィルハーモニー 

オーケストラ演奏会 

■10/20（日） 14：00～ 

■1F 店頭特設会場 ※荒天時5F 

管弦楽合奏を通じて音楽に親しむこと、そして地域の 

音楽文化に貢献することを目的として活動する 

西東京フィルハーモニーオーケストラによる演奏会です。 

【 お問合せ 】  株式会社パルコ ひばりが丘店 営業 担当 越川・花井・藤永 

〒202-8520 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 

TEL : 042-425-5004 FAX : 042-425-5320  e-ｍａｉｌ : hibari@parco.jp  

オトノワメゾンキッズダンス 

■10/27（日） 11：00～ 

■1F 店頭特設会場  ※荒天時中止 

ひばりが丘、埼玉県志木市、新座市の 3 拠点にて 

HIPHOP、R&BHIPHOP、JAZZHIPHOP を中心とした 

スタイルでレッスンを行っているダンススクールの 

生徒さん達がダンスを披露します。 

衣装にもご注目下さい。 

MAMI & The Hotstreets 

ひばり文化祭オープニング LIVE 

■10/18（金） 18：00～ 

■1F 店頭 ※荒天時5F 

「商店街で会えるミュージシャン」の 

コンセプトのもと、スタンダード JAZZ から 

J-POP、ギター難波隆弘のオリジナル曲まで幅広い層に楽しんで貰える

演奏を行っているカルテットがオープニング LIVE を開催します。 

西東京市立碧山小学校吹奏楽部演奏会 

■10/20（日） 11：00～ 

■1F 店頭特設会場  ※荒天時中止 

西東京市立碧山小学校の吹奏楽部に 

よる演奏会です。西東京市では唯一 

の吹奏楽部。小学生とは思えない、 

力強い演奏をお楽しみ下さい。 
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