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（土）

フィリパピポ!!
at 東京藝術大学 千住キャンパス 第７ホール
The 7th Hall, Senju Campus, Tokyo University of the Arts
[ 東京都足立区千住
[ 東京都足立区千住
1-25-1(1-25-1,
1-25-1(1-25-1,Senju,
Senju, Adachi-ku,
Adachi-ku)]
Tokyo)]

17:00〜20:00
/
入場無料
Admission Free
Free
17:00〜20:00
/
入場無料
Admission
※定員：100 名（事前申込優先）
Capacity: 100 people, Advance reservation recommended
※フィリピンフード（）
※フィリピンフード（ワンプレート）
・ドリンクは有料
・ドリンクは有料 One-plate Filipino food and drinks will be sold

ます !!
今年もやり
appening again!

Filipa-pi-po!! is h

2016 年昨年、大好評を博したフィリパピポ
9 月に開催、大好評を博したフィリパピポ
方々から学んだ
!!
!!
心がおどるカラフルな会場で、歌にダンスにフィリピン料理…
フィリピン流パーティーテクニックが満載の特別な一夜が
日本に暮らすフィリピン人の方々から学んだ
パワーアップして今年も帰ってきます !
この夏はあなたも、パピポ（パーティー・ピーポー）になろう！
フィリピン流パーティーテクニックが満載の特別な一夜が
パワーアップして今年も帰ってきます !
この夏はあなたも、パピポ（パーティー・ピーポー）になろう！

主催：東京都、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
東京藝術大学音楽学部・大学院国際芸術創造研究科、特定非営利活動法人音まち計画、足立区

Letʼ s make a party together!

Super-papipo, WANTED!

スーパピポ大募集 !!
!!
スーパピポ大募集
フィリパピポ !! 第 2 弾では、

、
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パーティーをつくりあげるスーパーなパピポ
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るスーパ
ーをつくりあげ
= スーパピポ
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「当日参加するだけじゃものたりない !」と思ったあなた !!
スーパピポは、パーティーのテクニックを探究し、

「どんなパーティーになったらパピポたちが楽しいかな ??」
「私はどんな風に楽しんじゃおうかな ?!」と思い描きながら、
フィリパピポ !! の企画準備段階から活動します。

・ 人の集まる場が好き !

・パーティーなら私にまかせて !

・フィリピン料理を食べてみたい !!

5/27（土）スーパピポ説明会開催

Super-papipo orientation

・日本に暮らす外国人の生活に興味がある !

・とにかく踊りたい !!

at 仲町の家 NAKACHO House
[ 東京都足立区千住仲町 29-1
(29-1,Senju Nakacho, Adachi-ku)]

14:00-15:30
定員：20 名程度（事前申込優先）
Capacity: 20 people

など、アイデアの提案大歓迎。
まずは説明会にご参加ください !
nt
Related Eve

(Advance reservation recommended)

フィリパピポ !! と同時開催
映像展示 Video Installation

「Their history, to be our story」
ひとりひとりのライフヒストリーと日常の風景の映像を通して、
フィリピーノたちの日本での暮らしにまなざしを向けてみませんか。
An exhibition of a video installation which introduces
life histories of Filipinos who have lived in Japan.

7. 22(Sat.), 23(Sun.), 24(Mon.), 29(Sat.), 30(Sun.), 31(Mon.)
8. 5(Sat.), 6(Sun.), 7(Mon.)
10:00-17:00 / 入場無料 Admisson Free
at 仲町の家 NAKACHO House [ 東京都足立区千住仲町 29-1]

【お申し込み・お問い合わせ Contact】
「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」事務局

みずほ銀行
Mizuho Bank

マルイ Marui
北千住駅
Kitasenju Sta.

Art Access Adachi : Downtown Senju - Connecting through Sound Art

りそな銀行
Resona Bank

東京藝術大学千住キャンパス
Tokyo University of the Arts,
Senju Campus

「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」
（通称「音まち」）は、アートを通じた新たなコミュニケーション（縁）
を生み出すことをめざす市民参加型のアートプロジェクトです。足立区千住地域を中心に、市民とアーティ
ストが協働して、
「音」をテーマにしたまちなかライブ、ワークショップ、トークイベントなどを展開します。
http://aaa-senju.com

Japan National Route 4

※「info@aaa-senju.com」からのメールを受信できるように設定してください。
※個人情報は厳重に管理し、本事業の運営およびご案内にのみ使用します。※内容は変更になる場合があります。
※駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

国道４号線

[WEB] http://aaa-senju.com/contact
[TEL] 03-6806-1740（13:00 〜 18:00、火曜・木曜除く）
[E-MAIL] info@aaa-senju.com
件名を「スーパピポ説明会参加」とし、①氏名 ( ふりがな )、②参加人数、
③当日連絡のつく電話番号をご記入ください。

★
★

西口
West Exit

千住警察署
Senju Police Station

太陽生命
Taiyo Seimei

仲町の家

★

NAKACHO House

仲町氷川神社
Nakacho Hikawa
Shrine

