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 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
歌、パフォーマンス、料理、
そして最後はお立ち台で
真冬のグリッター・ディスコ・タイム!!
A special party
 featuring Filipino party
 techniques at a special night
Let’s  listen to songs, 
watch  performances, eat delicio us food, 
and dance on the p la t form 
at the midwinter G LI TTER DISCO TI ME!

 フィリパピポ!!  ザ・ファイナル

イミグレーション・ミュージアム・東京 / Immigration Museum Tokyo

2019（平成 31）年 2月16日［土］
東京藝術大学 千住キャンパス 第7ホール
時間：17時-20時（ステージ開始：17時 30分） 
入場無料　※フード・ドリンクは有料
定員：100名〈先着順・事前申込優先〉 
ドレスコード：キラキラしているもの or あなたが一番輝く服装　
※ワンポイントでもOK

 Filipa-pi-po!!  The Final
Date: 2019 2.16.Sat 17:00-20:00 (Stage starts at 17:30)
Site: The Hall 7, Senju Campus, Tokyo University of the Arts
Free Admission / Dinner and drink will be sold
Capacity: 100 people / Reservation recommended
Dress code: Glitter (partly or wholly), or any glamorous outfit

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
協力：カトリック梅田教会、NPO法人アデイアベバ・エチオピア協会
会場装飾：ジュバルーン・デコール / JuBallon Decor



足立区は東京23区の中でフィリピン人の在住者数が最も多い地域。日曜になると、梅島にあるカトリック教会には100名以上が集まります。
彼らが開いている、誰でも包み込んでしまうようなホスピタリティ満載のフィリピン流パーティーにインスピレーションを受け、始まったのが
「フィリパピポ!!」です。最終回となる今回は、エチオピアを中心に新しいメンバーも加わり、伝統的な文化から最近のマイブームまで、それ
ぞれのリアルな「いま」を表す出し物を持ち寄ります。2年連続で大好評を博したフィリパピポ!! 今年がラストチャンス! まだ見ぬ人々、
料理、ダンス、音楽と出会う貴重な機会をお見逃しなく! これであなたもフィリピン・パーティー・ピーポーの仲間入り!!
Adachi ward is the largest region of the Tokyo 23 wards in terms of Filipino population. On Sundays, more than hundred 
people gather at the Catholic church in Umejima.“Filipa-pi-po!!” is inspired by their Filipino-styled party with warm 
hospitality which embraces everybody. This time, the event is presented not only by our Filipino friends but also new 
members including Ethiopian neighbors. They will bring along their shows from their tradition as well as all sorts of 
things they want to show you. This party will be the last edition of the series. Don't miss the food, dance, music and 
opportunity to meet new friends. You're welcome to be one of the Filipa-pi-po (Filippino-party-people)!!

お申し込み・お問い合わせ / How to apply for the party

「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」事務局 
WEB：http://aaa-senju.com/contact
TEL：03-6806-1740（13:00-18:00、火曜・木曜除く）
MAIL：info@aaa-senju.com
　　　 件名を「パーティー」とし、①  代表者氏名（ふりがな）、
　　　 ②  ご連絡先（電話番号・メールアドレス）、③  参加人数 をお伝え下さい。
　　　　※「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。

OTOMACHI (Art Access Adachi: Downtown Senju - Connecting through Sound Art)
WEB：http://aaa-senju.com/contact
TEL：03-6806-1740（Except Tue. and Thu.）
MAIL：info@aaa-senju.com
      Please write “Party” in the subject heading and send the following information: 
      Your name, Phone number, Email address and Number of participants.
       * Please ensure that emails sent from info@aaa-senju.com are not treated as spam/junk mail.
       * Confidentiality of personal information will be strictly respected and will not be used for any other purpose.

会場 / Site

東京藝術大学千住キャンパス　第7ホール
住所：東京都足立区千住1-25-1
交通：北千住駅（西口）より徒歩約5分
    JR常磐線/東京メトロ千代田線・日比谷線
    東武スカイツリーライン/つくばエクスプレス
    ※駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

The Hall 7, Senju Campus, Tokyo University of the Arts
Address ： 1-25-1, Senju, Adachi-ku, Tokyo)
Access ： 5 min. walk from Kitasenju station (West exit)
          * No parking available. Please use public transportation.

イミグレーション・ミュージアム・東京とは
地域に暮らすニューカマーとの交流を通して企画されるアートプロジェクト。
彼らの生活様式や文化背景を紹介するとともに、それが日常の中で変容していく諸相を
「適応」「保持」「融合」という3つのキーワードから探ります。
WEB：http://www.immigration-museum-tokyo.org/
企画・監修：岩井成昭（美術家／イミグレーション・ミュージアム・東京 主宰）

The purpose of this art project is to embrace “newcomers” in the local area through 
forms of interaction such as art projects and events. The project would introduce their 
lifestyles and cultural backgrounds, and explore how these are changing through day-
to-day life from three perspectives: “Adaptation”, “Preservation” and “Assimilation”.
WEB ： http://www.immigration-museum-tokyo.org/
Produced and Supervised by Shigeaki Iwai(Artist / Director, Pilot Project for 
the Immigration Museum Tokyo)

アートアクセスあだち 音まち千住の縁
えん
（通称：音まち）

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」をテーマにさまざまなまちなかプログラムを展開しています。
千住の文化サロン「仲町の家」もオープン中！［土日月・祝日］
WEB：aaa-senju.com
※ 本事業は「東京アートポイント計画」として実施しています。
※ 内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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 フィリパピポ!! ザ・ファイナル / Filipa-pi-po!! The Final


