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ひばりが丘PARCOが地域とともに創る参加型企画 

「ひばり文化祭」 10/20(金)～11/5(日)開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸術の秋、文化の秋、外に出て何か新しいことを始めたくなる季節。 

ひばりが丘PARCO は、新しいお祭りを始めます。 

地域の皆さまや PARCO のショップが参加する、手作りのカルチャーの祭典。 

ひばりが丘の街を、ますます楽しく元気にしていきます。 

この街でしかできない、特別な文化祭 「ひばり文化祭」 

  

2017 年秋、ひばりが丘PARCO.は地域の皆様と共に楽しむ、新しい参加型企画「ひばり文化祭」を 10 月20 日(金)～11 月5 日(日)の

17 日間にわたって開催いたします。 

ひばりが丘マーケットには、アクティブで知的好奇心の旺盛なシニア世代が多く居住し、また新築マンションや戸建て住宅が増え、

永住の地として転入する子育て世代も増えています。どちらも、広い意味での学習・啓蒙的消費（カルチャー教室、ハンドメイド雑貨、

各種ワークショップなど）を牽引する世代だと思います。このひばりが丘マーケットが、より楽しく、より住み続けたい街となるように、

地域の皆様のコミュニケーションの場として PARCO をご利用いただきたいと企画いたしました。 

是非、貴媒体にてご紹介賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

  

ひばりが丘パルコ屋上から 360°パノラマ撮影 

カメラマン： 濱口 太 (西東京市在住) 

ロゴデザイン： 中村 晋也 (西東京市在住) 

企画名：ひばり文化祭 

期  間：10 月20 日(金)～11 月5 日(日) 17 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ショップ、学校、クリエイター、ひばりが丘PARCO 内ショップ 他 



 

【企画のポイント】 

◆地域の作家、クリエイター、職人、学校などが多数参加 

 西東京市で活躍する切り絵作家、落語家、ミュージシャン、野菜生産者や、地域に根ざしたショップ、学校（自由学園）などによる展

示販売や講演、ワークショップを展開。 

企画ロゴ制作や広告撮影も、地域で活躍するデザイナー、カメラマンを起用しています。 

 

◆テーマは“PARCO で学ぶ” 

 PARCO 内の書店で NHK 講座のテキストが売上上位を占めるなど、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、幅広い意味での“学ぶ”ことをテーマに、単にモノを買うだけではない、モノの背後にあるコトや思いを、新たな価値として

提供します。 

 

◆PARCO の各テナントも、モノ消費ではなくコト消費を提案 

 PARCOに出店するテナントからもたくさんの体験型・参加型企画をご用意。お客様とのコミュニケーションから新たな顧客創造を狙

います。 

 

◆地域のコミュニケーションの場としての PARCO のストアブランドの再訴求 

ひばりが丘 PARCO が街を活性化するハブ機能として、ひばりが丘団地で開催される「にわ JAM」や西武柳沢で開催される「ヤギサ

ワマーケット」など、地域のイベントとも連携。 

ひばりヶ丘駅前の上質なコミュニケーションセンターという PARCO のストアブランドに磨きをかけ、来年2018 年の開業25 周年につ

なげます。 

 

【企画詳細】 

◆地域の作家、クリエイター、職人、学校によるイベント 

  
切り絵ギャラリー＆ワークショップ 「小出 蒐(しゅう) 切り絵の世界」 

■10/20(金)～29(日) ■1 階正面入口柱前特設会場 

西東京市在住の切り絵作家・小出 蒐氏の作品を使った切手『東京切り絵 

さんぽ♪～多摩8 市』の発売を記念して、切手の原画を初展示。 
 

・切り絵ワークショップ  

10/22(日)14:00～15：00 

切り絵でバラの花を 

作り上げるワーク 

ショップを開催。 

西東京フィルハーモニーオーケストラ 

木管五重奏 

■10/22(日)14:00～15：00  

■1 階正面入口前特設会場 

こもれびホールの設立と同時に創立された 

アマチュアオー 

ケストラのメン 

バーによる 

木管五重奏。 

 

天家燈四郎 独演会「らくごのじかん」 

■10/22(日)15:00～17：00(予定)  

■5 階特設会場 

西東京市を中心に活躍するアマチュア 

落語家・天家燈四郎さんによる、「一席」 

だけでない「落語のなりたち」や 

「扇子を使ったワークショップ」など、 

落語に関する様々な切り口からの 

独演会。 

ひばり文化祭afternoon ライブ with にわジャム 

■10/28(土) 13：00～ ■1 階正面入口前特設会場 

■出演：ピーターパン Jr.(左)／MAMI & THE HOT STREETS(右) 

同日、ひばりが丘団地のコミュニティスペース「ひばりテラス 118」

周辺で開催中の「にわジャム」との共同ライブを開催。 

 

 

 

 

落合川(東久留米市) /日本一のポスト(小平市) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ひばりが丘 PARCO 内ショップのイベント 

パルコ館内のショップが、この期間だけの特別ワークショップやイベントを開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

辰巳渚 特別講演会 

「自立できる子に育つ・育てる家庭の 

お手伝い・お片づけ」 

■11/3(金・祝)15：00～  

■5 階特設会場 

『捨てる！技術』著者・辰巳渚氏に 

よる、机まわりのお片づけやお手 

伝いを通して、家庭で子どもの 

「生きる力」を育む講座。 

(学)自由学園 「まちの歴史」講演 

■11/5(日) 15:00～16:00 ■5 階特設会場 

■講演者： 

杉原 弘恭氏(自由学園最高学部 特任教授、 

元東京農工大学客員教授) 

大塚 ちか子氏(自由学園最高学部  

非常勤講師) 

自由学園の最高学部(大学部)の教授陣による、 

「まちの歴史」を語る講演会。 

地元野菜生産者が伝える「野菜との美味しい付き合い方」 

・講座 ■11/3(金・祝)  ■2 階上りｴｽｶﾚｰﾀｰ前特設会場 

・販売会 ■11/4(土)  ■1 階正面入口前特設会場 

住吉町で 19 代続く農家「岩崎レイモンドファーム」代表による、 

野菜をもっと深く知る 

講座。 

翌日は朝採れた 

ばかりの新鮮野菜 

の直売を開催。 

ハンドメイド雑貨セレクトショップ ＊mocorin＊(モコリン) 

■11/3(金・祝)～5(日)  ■2 階特設会場 

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 

小物を集めた、新座市の 

雑貨店の、期間限定ショップ。 

随時ワークショップも開催。 

 

Can★Do「ハロウィンリース手作り体験教室」 

■10/21(土)・22(日)13:00～/15:00～  

■2 階上りｴｽｶﾚｰﾀｰ前特設会場 

■参加費：540 円 

可愛いかぼちゃモチーフの 

ついたハロウィンリースを 

作る体験教室。 

 

 

クイーンズ伊勢丹「旬の食材アレンジレシピ講座」 

・かぼちゃ講座 ■10/28(土) 11：00～12:00  

栗マロンかぼちゃ(または栗マローネかぼちゃ)を 

使ったレシピの講座と試食会。 

・ナチュラルチーズ初級講座 ■11/3(金祝) 11：00～12:00 

ナチュラルチーズ(7 分類)のレシピ講座と試食会。 

■地下1 階クイーンズ伊勢丹イートインスペース 

■参加費：各回 324 円 

 

ままペンシルと一緒に作る「ひばりが丘のここが好き！」 

■10/28(土) ■2 階上りエスカレーター前特設会場 

愛着ある地元情報を届ける雑誌 

『tanappo 西東京』を発行している 

「ままペンシル」が、あなたの 

「ひばりが丘のここが好き」を 

インタビュー！ 

 

(学)自由学園 パン販売 

■11/3(金・祝) 11:00～ (なくなり次第終了) 

■1 階正面入口前特設会場 

東久留米の一貫校・ 

自由学園が、ひばり文 

化祭に登場！ 

毎回大好評のパン工房 

のパンを販売。 

 
田無町駅と自由学園生 



 

ひばりヶ丘PARCO HP   http://hibarigaoka.parco.jp/    

ひばり文化祭 特設ページ  http://hibarigaoka.parco.jp/web/bunkasai/ 

Twitter @parco_hibari   

Face book https://www.facebook.com/hibarigaokaparco/   

Instagram  @parco_hibarigaoka_official 

最新情報は #ひばり文化祭でチェック！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このほかにも、各ショップから体験イベントやワークショップを数多くご用意しています。 

 

 

■ ひばりが丘PARCO の概要 
 

所在地  ：〒202-8520 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 

          西武池袋線ひばりヶ丘駅 南口駅前  ＊西武池袋線急行停車駅（池袋から2駅目） 

建物名称 ：ひばりが丘PARCO 

構  造 ：地下1階 地上5階 駐車場 地下2階 

ＯＰＥＮ ：1993年（平成5年）10月8日 

店  長 ：草刈 洋 

営業時間 ：10：00～20：00  ※B1F・食品フロアは22：00まで/5Ｆ・レストランは11：00～22：00 

電話番号 ：042-425-5000（代表） 

Ｈ  Ｐ ：http://hibarigaoka.parco.jp/ 

【 お問合せ 】  株式会社パルコ ひばりが丘店 営業 担当 江本・澤本 

〒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．emo-tae@parco.jp  

無印良品「オリジナル歯ブラシスタンドを作ろう」 

■10/29(日)14：00～  

■2 階上りｴｽｶﾚｰﾀｰ前 

特設会場 

■参加費：500 円 

おえかきペンなどを使用して、 

オリジナル歯ブラシスタンド 

を作るワークショップ。 

 

 

・ひばりが丘カルチャーセンター 発表会 

■10/29(日)13：00～14:00  

カルチャーセンター生徒さんによる、 

ダンスや二胡演奏などの発表会。 

・TOHNO DANCE STUDIO ダンス発表会 

■10/29(日)14:00～14:15  

ひばりヶ丘駅北口のダンススクール 

による発表会 

■ともに 1 階正面入口前特設会場 

 

ママの悩み解決！抱っこ、おんぶ紐講座 

■11/2(木) ■5 階ズーカフェ店内 

■参加費：1,500 円 

(＋フード 1 オーダー) 

赤ちゃんの体の重みを自然に受け止め、 

肩こりや腰痛を緩和できる、正しい抱っこ 

姿勢を教える講座。 

ペットフォレスト「愛犬しつけ個別相談会」 

■10/30(月)・31(火)・11/5(日)  

■4 階ペットフォレスト店内 

■30 分540 円 

大切なわんちゃんとの生活の 

困りごとにペットトレーナーが 

個別に回答。 

【PARCO カード企画】  <PARCO カード>VISA 新規入会で、当日のお買物が 10％OFF！ 

■10/25(水)～11/5(日) 10:00～18:00 

ひばりが丘 PARCO 館内で、<PARCO カード>VISA に即日発行で 

ご入会の方は、当日のお買物がご請求時に 10％OFF！ 

■お問合せ：お申込み：5 階 PARCO・セゾンカウンター  TEL.042-425-5170 


