
月 火 水 木 金 土 日

月曜、第2日曜、年末年始
＊月曜が祝日の場合でも休館となります

＊未就学時のご利用には保護者の付き添いが必要です

JR山手線「恵比寿」駅東口より徒歩 5 分
東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅 B1出口より徒歩 8分

150-0013　東京都渋谷区恵比寿 4-5-15

TEL 03-6455-7835

https://kageoka.com

火曜 ～ 金曜　
土曜 ～ 日曜・祝日

11:00 - 19:00
10:00 - 18:00

＊最新情報は HPでご確認ください利用案内

「景丘の家」これまで
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景丘の家は、渋谷区こどもテーブルの拠点となる施設です。
こども食堂やこどもたちの居場所、工作、学習支援などの活動にご
利用いただけます。各団体の開催情報は渋谷区こどもテーブル HP
をご確認ください。

予定が変更となる可能性もございます
ので、最新情報は HPをご確認ください。

1 2

HP▶https://shibuyaku-kodomo-table.jp

https : // kageoka.com

土間や囲炉裏があり、どなたでもご利用いた
だけるみんなの居場所です。

2F　こどもテーブル
こども食堂やワークショップ での使用以外
は開放しています。
＊レンタル可能

3F　おやこフロア
乳幼児のお部屋です。現在は 1 時間ごとの入
替制でのご利用となります。
ご利用は閉館の 1時間前までです。

この地のかつての地名、「景丘町」にちなんで命名され
た「景丘の家」。故・郡司ひさゑさんの遺志により、
1998 年に寄贈いただいた邸宅は、これまで地域の福
祉活動などに活用されてきましたが、” 子どもたちの

社会福祉法人　渋谷区社会福祉協議会　運営：株式会社マザーディクショナリー　協力：渋谷区
景丘の家　第 45号 　2022年 10月号　発行：景丘の家　illust：保手濱 拓

B1　プレイフロア
小学生から高校生までのこどもたちの居場
所、遊び場です。
ご利用は閉館の 1時間前までです。

B2　スタジオ
バンドやダンスの練習などにご利用いただ
けます。
＊レンタル可能

食

居場所

学び いけばな華贈り、東京土建組合渋谷支部、両忘会 ほか

かげおかひろば

恵比寿じもと食堂、和菓子キッズ、こども食堂料理教室、恵比寿ママ食堂、
こどもの場所グーチョキパー、Uber Smile、東京渋谷ライオンズクラブ景丘の家を

拠点とする
主な団体

仲間と活動したいみなさんへ。調理やものづくり、音楽やダンスなど、グループでご利用いた
だけるお部屋があります。ご利用には団体登録が必要です。

登録には、団体の代表、副代表の本人確認書類の提出が必要です。
（学生証、保険証のコピーなど）

火曜 ～ 金曜
11:00-13:00 13:30-15:30 16:00-18:00 10:00-12:00 12:00-13:30 13:30-15:30 16:00-18:00

土曜・日曜・祝日

2F
こどもテーブル フリースペース フリースペース

・3人以上
・メンバーの半数以上が渋谷区在住または在学

団体条件

利用時間

渋谷区社会福祉協議会
社会福祉法人

志を継承するために、2019年、「渋谷区こどもテーブル
」事業をはじめ、幅広い世代が交流できる施設として建
て替えました。

休館日

＊講座やこども食堂へのご参加は
　参加費をいただく場合があります

無料　利用料

アートスクール
フリープログラム
こどもテーブル

いけばな華贈り

和菓子キッズ

錫器の鋳造
トーストアート

感性のワークショップ

両忘会

恵比寿ママ食堂

恵比寿じもと食堂

恵比寿じもと食堂

グーチョキパー景丘の家・こども食堂

ボードゲーム

プレーパーク
チョコレートバーク

卓球大会3 休館 4

「紙巻きオルゴール」
10/ 1( 土 ) - 10/ 30 (日 )

5 6 7 8 9 休館

10 休館 11 12 13 14 15 16

17 休館 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30
24
・
31

休館 25 26

やってます！

自分の好きな布を選んだら、型紙に合わせて裁断。チクチク手縫いで帽
子を作ります。部分で布の色を変えたり、ブリムの表と裏で布を変えたり、
みんな工夫をこらした特別な帽子を作りました。
7/24 アートスクール「手縫いで帽子を作ってみよう！」



※こどものみ ※小学生は保護者同伴

アートスクール 11月講座
お申込みはこちらから
▶https : // kageoka.com

景丘の家で開催するこども食堂。
世界の家庭料理をみんなでつくりましょう。

Recipes from kitchens around the world

＊対象は講座により異なります（渋谷区民が優先になります）
＊状況により、開催延期や形態を変更しての開催となる可能性
　がございますのでご了承ください。ものづくり、読み聞かせ、食や伝統工芸、自然とのふれあいなど、「体験」と「出会い」を大切にしたワークショップです。

多彩な講師たちがうみだす豊かで朗らかな時間をお楽しみください。

・エルテンスープ

vol.30

東京都写真美術館

(木・祝 ) 14: 00 -16: 0011/ 3
フォトグラム

フォトグラムは、カメラを使わずにつくる写真作品のこと。
身の回りにあるものも、影やかたちを写しとってフォトグ
ラムにしてみると、意外な面白さに気づき、素敵な作品が
できるかも！？自分だけのフォトグラム作品をつくりま
しょう。今回は東京都写真美術館に来館して、写真の暗室
で作品をつくります。普段はなかなかできない、白黒写真
の現像も体験できます。

日本で初めての写真と映像に関する総合的な美術館
として、1995年に恵比寿ガーデンプレイス内に総合
開館。日本における写真・映像文化の充実と発展を
目的として、写真・映像の展覧会、映画の上映、ワー
クショップなどを行っています。

季節の催しや、地域の方やスタッフの特技を生かしたプログラムでお
楽しみいただいているフリープログラム。状況により、開催延期や形態
を変更しての開催となる可能性がございます。　(参加無料・先着順）

いつでも自由に参加いただける月替わりの工作コーナー

「紙巻きオルゴール」

小学3年生以上のこども

無料

6組8 名

汚れてもいい服装
髪の長い方はまと
められるゴムなど

MATHRAX

(日 ) 14: 00 -16: 0011/6
電子工作ワークショップ「いしのこえ」 ドジョウとうなぎ

アートユニット MATHRAX は、木や石などの自然物を素
材にした「ふれる」作品を数多く制作しています。石にふ
れて体験する「いしのこえ」という作品は、ネイティブア
メリカンの石の声を聴くスキルにインスピレーションを受
けて制作したものです。作品制作の背景やシステムを紹介
しながら、電子工作によって石と音とを組み合わせたオブ
ジェを作ります。はんだ付けや電子工作が初めての方もぜ
ひご参加ください。

自分の気持ちにまっすぐに、好きを突
き進むきつねのハーキン。でもある日、
ハーキンのせいで家族が危険に巻き
込まれ…。お父さんの言うことを聞い
て大人しくしていれば良かったと反
省するかと思いきや、ハーキンは自分
の頭で考え、家族のために勇敢な行動
にでるのです。あっという間に成長し
ていってしまう子ども。その背中を押
そうか迷っている時、この絵本がヒン
トをくれるかもしれません。

小学生以上

（エンドウ豆のスープ）

・クロケット
（クリームコロッケ）

オランダ

世
界

のご
はんシリ

ー
ズ

運営 _マザーディクショナリーこども食堂実行委員会
協力 _大地を守る会、手の長いおじさんプロジェクト、
　　　一般社団法人ひとのわ、渋谷区社会福祉協議会ほか

『ハーキン 谷へおりた きつね』 
作：ジョン・バーニンガム
訳：あきの　しょういちろう
出版社：童話館出版

（ 9歳以上はこどものみの参加も可）

 10/1  （土） - 10/ 20  （木）
 11/ 16 （水）17:30-19:30

景丘文庫

＊申込みは HP・窓口から

＊申込みは HP・窓口から

10/ 1(土) -  10/ 30 (日)

5歳以上のお子さん

6 組
小学生まで無料  中学生以上500円

対 象   

定 員

参加費

『ボードゲームの日』 

15 : 00
16 : 00

~

 (水 )
10/5

『卓球大会』 

15 : 00
16 : 00

~

 (土 )
10/8

『プレイパークで遊ぼう』

15 : 00
16 : 00

~

 (水 )
10/26

『ハロウィンに
　「チョコレートバーク」をつくろう』

15 : 00
16 : 30

~

 (木 )
10/27

開 催 日

申込期間をつくろう！
のオランダ ごはん

 10/1（土） - 10/15（土）
申込期間

対 象   

定 員

費 用

持ち物

対 象   

定 員

費 用

持ち物

ぱくぱくもぐもぐと動くのが楽しい、とびだす絵本「たべるの
だあれ？」の大きな絵本を作ろう！動く仕組みは、実はとって
も簡単。1枚の紙に切り込みを入れて折るだけで、あら不思議、
誰かの口が見えてくる。誰が何を食べているのかな？動物が想
像できたら、絵の具で自由に色を作って、ダイナミックに塗っ
てみよう。オリジナルの動物にするのも大歓迎！最後はみんな
の分を合わせて、1冊の大きな絵本に仕上げます。
※年長さんの参加の場合は、保護者同伴のもと行っていただきます。

10名

1000円／ 1名2000円／ 1組

エプロン、お手拭き

白鳥翔大
アントシカダシェフ

-暗室でカメラを使わず写真をつくろう-

(土 ) 14:00～16:0011/26( 日 ) 11:00～13:3011/20
大きなとびだす絵本「たべるのだあれ？」を作ろう

江戸前料理を子供でも美味しく
楽しく食べれるようにアレンジ
しました。生きたドジョウを捕
まえて春巻きに、豆腐とレンコ
ンでうなぎを作ってひつまぶし
ご飯に！ドキドキ、ワクワクな
食体験をご用意してお待ちして
います。

料理人1992年 静岡生まれ。ミシュラン３つ星「レフェ
ルヴェソンス」で 6年間勤務後サスティナビリティ
学に興味を持ち、デンマークへ「manfreds」「relae」
「koks」での修行を経て帰国。2020年、東京・浅草
橋「ANTCICADA」をオープン。動物・植物・虫への
分け隔てない愛情と探求をテーマとしている。2021

年、「ヒトサラベストシェフ 100」を最年少で受賞。

アートユニット

電気、光、音、香り、また、木や石などの自然物を
用いたオブジェやインスタレーションの制作を行う、
久世祥三と坂本茉里子によるアートユニット。デジ
タルデータと人間の知覚との間に生まれる現象に注
目し、人が他者と新たなコミュニケーションを創り
出すプロセスを探る作品を制作している。

すぎはら けいたろう
絵本作家 / グラフィックデザイナー

絵とデザインの仕事を中心に、ジャンルを超えて幅
広い仕事をてがける。様々な素材を組み合わせた作
品は、ガラクタを集めたオーケストラのように、に
ぎやかで楽しいハーモニーを奏でる。著作に絵本「た
べるのだあれ？」「もっと たべるのだあれ？」「トト
のかんぱい」など。 グッドデザイン賞、キッズデザ
イン賞、イタリア・ボローニャ国際絵本原画展 入選

小学3年生以上のこども対 象   

定 員

費 用

持ち物うつした影や形が面白いもの
（例：プラスチック製の容器な
ど透明/半透明なものや特徴的
な形をした葉っぱなど）
エプロン、手拭きタオル、汚れ
てもいい服装

※こどものみ
6組

1000円／ 1組

汚れてもいい服装

年長～小学3年生対 象   

定 員

費 用

持ち物

自分の名前、好きなものの名前、、動物、、。台紙に下絵を
描いた後は、穴あけパンチで、その形にそって穴を開け
ます。「なまえ」や「ことば」や「絵」などなど、自由に穴を
開けて、自分だけの音楽を奏でよう！

マスラックス
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