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アークヒルズ（東京都港区）では、「キッズ・ファミリーフレンドリーな街」をコンセプトに、「ARK HILLS KIDS COMMUNITY」

の年間プログラム、都市の緑を育てる・遊ぶ・楽しむ『GREEN WORKSHOP』2018 年度プログラムを 4 月からスタートしま

す。また、NPO法人 CANVAS が主催する『キッズクリエイティブ研究所 in アークヒルズ』を今年度新たに開催します。 
 

「都市と自然との共生」を掲げ、30 年以上をかけ育んできた上質で緑豊かな環境の中で、自然との触れ合いや造形工

作など学ぶ『GREEN WORKSHOP』は、よりガーデンの中で自然と触れ合い都市の緑を育てるプログラムへパワーアップ。

また、アークヒルズで初開催となる『キッズクリエイティブ研究所 in アークヒルズ』は子どもたちの創造力・表現力を育む

様々なプログラムを展開します。年間を通した季節のキッズ・ファミリー向けの取り組みやイベントも充実し、都心にいなが

ら豊かな自然で親子一緒に過ごし、未来を担う子供たちの基礎・土台となるような“本物”の体験を提供します。 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 3 月 9 日 

森ビル株式会社 

 

都心で自然と触れ合い学ぶ月に一度の自然体験プログラム 

「GREEN WORKSHOP」新年度プログラム発表 
～『キッズクリエイティブ研究所 in アークヒルズ』を初開催～ 

 
◇本リリースに関するお問合せ先◇ 

森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 株式会社プラップジャパン 

PR 担当：山﨑、渡邉、山村                       担当：中野、須藤 

TEL：03-6406-6350 FAX：03-6406-6483                  TEL：03-4580-9101 FAX：03-4580-9127 

≪“キッズ・ファミリーフレンドリーな街”アークヒルズ≫ 
 

≪POINT≫ ARK HILLS KIDS COMMUNITY 2018年度プログラム 

① 都市の緑を育てる・遊ぶ・楽しむ『GREEN WORKSHOP』2018年度プログラム発表 

② 『キッズクリエイティブ研究所 in アークヒルズ』を初開催！ 

③ 2018年度もイベント盛りだくさん！アークヒルズの『KIDS EVENT』スケジュール 

＜ARK HILLS KIDS COMMUNITY＞ 
アークヒルズでは、「キッズ・ファミリーフレンドリーな街」をコンセプトに、「ARK HILLS 

KIDS COMMUNITY」プロジェクトを展開しています。アークヒルズの街をフィールドに、

未来を担う子供たちの基礎・土台となるような様々なプログラムを、年間を通して提

供しています。子どもたちの都市での自然との触れ合い、一流の音楽やアート、最先

端のテクノロジーとの出合い。アークヒルズは、子どもたちにとって未来につながる豊か

な体験となるフィールドを提供し、子どもたちとその活動を支える大人たちの地域に根

差したコミュニティをつくり、いつも訪れたくなるような基地となることを目指します。 
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都市の緑を育てる・遊ぶ・楽しむ『GREEN WORKSHOP』は、2016年 4 月にスタートし、約 30年以上を経て育った都心

とは思えない豊かな自然をフィールドに活動する、月に一度の会員制プログラムです。プログラム監修・講師をつとめるのは、

アークガーデン専任ガーデナーの杉井明美先生とNPO法人CANVAS。参加者からは、「自然や遊び場が少ない都心で
自然に触れ学べる」、「子どもたちの感性を育てたい」、「普段出会わない大人や友達と触れ合える」など好評をいただい

ています。2018 年度からは、よりガーデンの中で自然と触れ合い都市の緑を育てるプログラムへパワーアップし、四季を通

じて豊かな自然と遊び、学び、育てる活動を通して、子どもたちの伸びやかな五感・身体性・自由な感性を育みます。 

 

開催日時： 毎月第 4土曜日 10：00～12：00 （2018年 4 月よりスタート） 

場 所： アークヒルズ アークガーデンほか 

参 加 費： 入会費 500 円、1 チケットで 1回分のクラスに参加可能。 

        （体験チケット 1回分 3,000円※初回のみ・入会金不要 

         3 回分 9,000円・6回分 16,000 円・12回分 30,000円）（全て税込） 

定 員： 各回 25 名 

推奨年齢： 未就学児 5 歳～小学 3年生 

主 催： 森ビル株式会社 

監 修： 杉井明美（園芸家）、NPO 法人 CANVAS 

申込方法： 公式 HP（http://www.arkhills.com/events/2018/04/003305.html）より 

 

■2018年度プログラム 
アークヒルズ内にある、四季折々の草花が美しい「メインガーデン」、サントリーホール屋上の「ルーフガーデン」、日本の植

物を身近に感じられる「フォーシーズンズガーデン」など、都心とは思えない豊かな緑溢れるガーデンで、春は元気いっぱ

いにお花と遊び、夏は植物を知り、秋は庭からの美しい贈り物で楽しみ、冬は植物にとって大切な土のことを学びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2018 年度の詳細内容、2017 年度の実施内容は別添ファクトシートをご参照ください 

 

 

 

 

 

 

 

杉井明美 （園芸家、有限会社風のみどり塾 代表） ／ メッセージ 

1996 年にアークヒルズ内屋上庭園の改修工事を手掛けて以降、都市緑化にも独自のセンス・手法で取り組んで
いる。人にとって緑は必須のものという信念のもとに〝子どもに園芸を″をライフワークとしている。 
『土に触れる機会が少なく、バーチャルの世界での物の見方や考え方の多い現代の子ども達。その子ども達がアー
クヒルズのお庭で植物を育てることで何が生まれるのでしょうか。様々な感情は実際に土に触れて、種を蒔き、手入
れをし、成長を見守ることから実感として生まれてくるものだと思います。そして、このような様々な感情は豊かな心
と、創造力や想像力を生み出す心の糧となってくれるに違いないのです。「GREEN WORKSHOP」では四季折々
の自然からの恵みを活かし、このアークヒルズのお庭だからこそ学べることを、遊びを通して楽しく伝えてまいります。』 

①都市の緑を育てる・遊ぶ・楽しむ『GREEN WORKSHOP』2018年度プログラム発表 

【4 月】アークの庭で花と遊ぼう！ 
これからはじまる 1 年間のお話 

【5 月】新緑がまぶしい季節 
緑の変化に目をとめて 

【6 月】衣替えって知っている？ 
春の花から夏の花へ 

【7 月】ハーブをつんで 
ティーパーティー！ 

【8 月】夏の庭に秋をたしていこう 
秋のおとずれを感じて 

【9 月】団子🍡で種まき 
コンテナガーデンづくり 

【10 月】落ち葉は宝物 

 

【11 月】“庭からの贈り物”で 
ファッションショー！ 

【12 月】おそうじ上手は育て上手 
季節の飾りを作ろう 

【1 月】寒いね、冷たいね、 
でも植物は土の中で生きている 

【3 月】1 年間のまとめ 
虫が目覚めて土の中もにぎやかに！ 

【2 月】春をさがして 
バードコールをつくり野鳥観察 

活動の拠点となるアークガーデン 
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「キッズクリエイティブ研究所」は、NPO 法人 CANVAS が主催する、「かんじる･かんがえる･つくる･つたえる」がひろがるこど

ものための遊びと学びの拠点をつくるワークショップシリーズです。アーティストや専門家との連携によって企画・開発された、

子どもたちの創造力・表現力を育む様々なテーマを体験できるプログラムを実施しており、これまで東京大学本郷キャン

パス等で開催し好評を得ています。2018 年 4 月よりアークヒルズで初開催。今後アークヒルズのガーデンなど街の中に飛

び出すオリジナルプログラムも展開予定です。 
 
開催日時： 毎月第 4土曜日 13：30～15：00 （3 カ月計 3回分で 1講座） （2018 年 4 月よりスタート） 

場 所： アークヒルズ アーク・カラヤン広場周辺 

参 加 費： 9,000円（3 回分／税込） 

定 員： 20 名 

対象年齢： 未就学児 4 歳～6 歳 

主 催： NPO 法人 CANVAS  ／ 協 力： 森ビル株式会社 

申込方法： 公式 HP （http://www.canvas.ws/kenkyujo/laboratory/ark20181st.html）より 

        ※4～6 月クラスは 3 月 26 日（月）15:00 までに要申込 
 

■2018年 4～6月プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アークヒルズでは、年間を通じておこなう季節のイベントなどに、子どもたちが参加できる様々なワークショップやイベントを多

数開催します。また、「GREEN WORKSHOP」や「キッズクリエイティブ研究所」の発表や活動の場とするなど、アークヒル

ズ全体を通して、子どもたちに上質で“本物”の体験となる機会を提供します。 
 
■2018年季節イベント開催予定（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※そのほか、ヒルズマルシェや夏休み、クリスマスのイベント時もキッズ向けワークショップを適宜開催いたします 

2018 年度のスケジュール、2017 年度の実施内容は別添ファクトシートをご参照ください 

 

 

 

NPO 法人 CANVAS ／ メッセージ 
子供たちの創造・表現力をテーマにしたワークショップ・イベント、セミナーを多数、企画・開催する
NPO 法人。これまでに開催したワークショップは約 3,000 回、約 35 万人の子供たちが参加。ジャン
ルも自然観察からプログラミングまで多岐に渡ります。 
『あたま・からだ・こころ・・・じぶんの全部をめいっぱいつかって、かんじてかんがえてつくって表現してみ
よう！たくさん失敗して、たくさん成功して、みんなの力でどんな時間が研究所に生まれるかな？キッ
ズ研究員のみなさんに会えることをたのしみにしています！』 

②『キッズクリエイティブ研究所 in アークヒルズ』を初開催！ 

③2018年度もイベント盛りだくさん！アークヒルズの『KIDS EVENT』スケジュール 

≪キッズ・ファミリー向けホームページ 3月 9日本日オープン！≫ 
「キッズ・ファミリーフレンドリーな街」をコンセプトにするアークヒルズでは、2018 年 3 月 9 日

（金）より、キッズ向け情報をまとめた専用ページを開設します。 

「GREEN WORKSHOP」「キッズクリエイティブ研究所 in アークヒルズ」「KIDS EVENT」な

どはもちろん、お子様向けカフェ・レストラン情報など、様々な情報を発信します。 

URL：http://www.arkhills.com/kids_community/ 

ビスケットでうごく世界をつくろう 

4 月 28 日（土） 

タマゴタマゴ～ここにもあそこにも 

5 月 26 日（土） 

○○カタパルト 

6 月 23 日（土） 

5 月 3 日（木・祝）～5 日（土・祝） 
木とあそぼう 森をかんがえよう 

with more trees 

3 月 30 日（金）～4 月 1 日（日） 

アークヒルズ さくらまつり 

9 月中旬 

アークヒルズ 秋祭り 

10 月上旬 

ARK Hills Music Week 


