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大人の部活が生まれる、街のシェアスペース 

  

人気講座＆ワークショップ、部活動が集結 
2015 年 6 月 14 日（日）「BUKATSUDO 文化祭」開催  

 

 

株式会社リビタ（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：南佳孝）が企画・プロデュース・運営する「大

人の部活が生まれる 街のシェアスペース」をコンセプトにした施設「BUKATSUDO」（ローマ字表記、読み：

ぶかつどう）は、昨年６⽉のプレオープンよりまもなく一年を迎えます。⼀周年となるこの機会に、これま

で⾏われた講座やワークショップ、部活など、参加者・利⽤者の活動を集結した「BUKATSUDO 文化祭」を

2015年 6 月 14 日（日）に開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日は BUKATSUDO クリエイティブ・ディレクター内沼晋太郎⽒の「これからの本屋講座」や「デジタ

ルカメラ入門講座」など、これまで⾏われてきた講座の成果発表や、その講師陣が交代で登場する連続トー

クショーを⾏うほか、「場をつくる選曲講座」から受講⽣らが⽴ち上げたレコード部、「半歩先のコーヒー講

座」から生まれたコーヒー部、月１回の活動でコミュニケーションを深めている餃子部といった部活への体

験入部も可能。そのほか BUSHITSU⼊居者の活動紹介を⾏う場や、「器の⾦継ぎ」や「木版画の多色刷り体

験」などの人気ワークショップ企画も多数用意しました。 

「BUKATSUDO 文化祭」では、“これまで”の BUKATSUDO を凝縮した一日を楽しみながら、“これから”の

BUKATSUDO も感じられるような場を提供してまいります。 

 

 

ニュースリリース    
2015 年 6 月 3 日 
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 イベント概要   

   

  日程：2015年 6 月 14 日（日）11：00〜18：00 

  ⼊場料：1 ドリンク 500 円（税込／中学生以上） 

  催し物：各種、参加型コンテンツと展示ほかコンテンツ 

   

【参加型コンテンツ】 

※それぞれ参加費・開催時間・予約有無が異なります。詳細は BUKATSUDO 文化祭 Facebook イベン

トページ（https://www.facebook.com/events/1627080110839854/）もしくは、BUKATSUDO

ホームページ（http://bukatsu-do.jp/）をご覧ください。 

 

①ワークショップ 

 

BUKATSUDOの定番となった⾦継ぎや、⽊版画、⾦箔プリント、チョーク

アートなどのアート体験、発想⼒を⾼めてコミュニケーションを豊かにす

るゲームなど、さまざまなワークショップを楽しめます。予約不要のワー

クショップも多数用意しています。 

 

〜事前予約制〜 

■ナカムラクニオの⾦継ぎワークショップ 

[時 間] 11：30〜13：30／16：00〜18：00 

[定 員] 各回 8 名様 

[参加費] 2,500 円 

[ご予約] http://kintsugi0614.peatix.com/ 

 

〜予約不要〜 

■彦坂木版工房の木版画多色刷り体験「クリームパン」 

[時 間] 前半 12：00〜14：00／後半 15：30〜17：30 

      ※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。 

 [定 員] 各回 30 名様 

 [参加費] 1 回 300 円 

 

■⾦箔寺（KINPAKUJI）のピカピカ！⾦箔・銀箔プリント体験 

■heART forest 〜chalk art〜 のチョークアート体験 

■カタルタ 出張ワークショップ              ほか 

   

 

 

②BUSHITSU BUSHITSU BUSHITSU BUSHITSU 活動紹介    

  

 今年 1 月より入居開始した BUSHITSU からも、活動紹介を兼ねたワーク

ショップを開催。予約不要で気軽に参加できます。BUSHITSU利⽤の様⼦

もご覧ください。 

  

〜予約不要〜 

 ■ものつく倶楽部 3D プリンター体験会＆ミニワークショップ 

 ■A and E の 15min.メイクアップ ワンポイントアドバイス 

 ■伝統芸能部 プライベートライブラリー開放 
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③BUKATSU（部活） 体験入部 

  

 BUKATSUDO の講座やコミュニティから生まれた「部活」を、⽂化祭でお披露目

いたします。一般ご来場の方の「体験入部」も可能です。 

 

■レコード部 イベント BGM&よろず相談室 開設 

■コーヒー部 カッピング体験 

■餃子部   餃子パーティー 

 

※詳細は、BUKATSUDO 文化祭 Facebookイベントページにて随時更新いたし
ます。 

 

 

④内沼晋太郎トークスタジオ 

  

BUKATSUDO クリエイティブ・ディレクターの内沼晋太郎⽒が聞き⼿をつとめ

る連続トーク。人気講座の講師陣が登場したり、部活やレコードの話をしたり、

おもしろくてためになる“トークスタジオ“です。 

 

 

（1）11：30-「俳句と BUKATSUDO」 

ゲスト：堀本裕樹（俳人） 

 

（2）13：00-「企画メシと BUKATSUDO」 

ゲスト：阿部広太郎（コピーライター） 

 

（3）14：30-「⾦継ぎとつなぎ場と BUKATSUDO」 

ゲスト：ナカムラクニオ（荻窪「6 次元」店主） 

 

（4）16：00- 内沼晋太郎の BUKATSU コンサルティング！ 

 

（5）17：30-「今日いちにちでわかる、レコードの聴きかた・ 探しかた・ 

楽しみかた」『はじめてのレコード』（DU BOOKS）刊⾏記念  

トーク＆ワークショップ 

ゲスト：松永良平、協⼒：BUKATSUDO レコード部 

 

※（1）〜（4）は予約不要、各回先着 30 名様（15 分前より入場開始） 

※（5）のみ事前予約制・有料（参加費 1,000 円）  

[ご予約] record.peatix.com 

 

 

 【展示ほかコンテンツ】 

 

現在開講中の講座に参加している受講⽣による、古本市や写真展、句会の公開

など成果発表のコンテンツを用意しました。ぜひご覧ください。 

 

■ひとはこ古本市 by これからの本屋研究室 

■石野千尋の「Myカメラをもっと好きになる！デジタルカメラ入門講座」 

受講生による写真展 

■「俳句のいろは教室 〜夏の会〜」講義（句会）をのぞき⾒！ 
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BUKATSUDO とは 
 

横浜・みなとみらいの造船ドック跡地「横浜ランドマークタワー ドッ

クヤードガーデン（国重要文化財）」に、「大人の部活が生まれる、街のシ

ェアスペース」をコンセプトに誕生したシェアスペース。株式会社リビタ

が事業主として企画・プロデュース・運営しています。また、公益財団法
人横浜市芸術文化振興財団が推進する「ドックヤードガーデン活用事業」

として、横浜市の文化芸術創造都市施策の具現化に寄与する、公⺠連携プ

ロジェクトです。 

施設名称「BUKATSUDO」の DO には、「動」や「道」、「DO」に加えて、

「堂（人々が集う場所）」の意も込められており、約９万人のみなとみら

いのオフィスワーカーや、居住者、来街者等の市⺠が肩書きをはずして集

い、日常を豊かにする趣味の活動や、街を豊かに変える活動（＝部活）が

生まれ、動き出す場となることを目指しております。 

 

施設の概要 
 

名称    BUKATSUDO（ローマ字表記、読み：ぶかつどう） 

所在地 横浜市⻄区みなとみらい⼆丁目２番１号  

ランドマークタワー ドックヤードガーデン内 地下１階区画 

面積 ８１７㎡（２４７坪） 

施設用途 レンタルスペース（スタジオ、シェアキッチン、アトリエ、ミーティングルームほか） 

会員制ワークラウンジ、レンタル部室、コーヒースタンド、貸ロッカー・倉庫 

営業時間 ⽉〜⾦  7：00〜23：00 

土日祝 10：00〜22：00   (お盆年末年始休業) 
交通 みなとみらい線「みなとみらい」駅徒歩3分、JR市営地下鉄「桜木町」駅徒歩5分  

URL http://bukatsu-do.jp 
Facebook www.facebook.com/bukatsudo.yokohama 

Twitter twitter.com/bukatsu_do 
 

株式会社リビタについて 
 

「リノベーションで暮らしをかえる」をテーマに、既存建物の改修・再⽣を⼿がける会社として設⽴。リ

ノベーション分譲事業やリノベーションコンサルティング事業のほか、シェア型賃貸住宅の企画、運営、

PM・サブリース事業を手がけています。現在リビタが運営するシェア型賃貸住宅「シェアプレイス」シリ

ーズは、都内近郊に 15 棟 997 室。商業・オフィス・住宅からなる原宿神宮前のシェア型複合施設「THE 
SHARE」、UR団地を再⽣した多世代交流・地域連携が盛んなシェア型賃貸住宅「りえんと多摩平」、印刷⼯
場をオフィス商業複合施設にコンバージョンした港区海岸「TABLOID」など、エポックメイキングなプロ

ジェクトの企画・プロデュース・運営も多く、また直近では東京内神田のシェア型複合施設「the c ザ シ

ー」をオープンいたしました。本事業では、これまでに培ったコミュニティ醸成の企画⼒や運営ノウハウを

活かして、事業主として企画・プロデュース・運営を⾏います。2012年より、京王グループ。 
 

名称：株式会社リビタ         設⽴：2005 年          代表取締役：南 佳孝 

住所：東京都渋谷区渋谷 2－16－1    URL：www.rebita.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

原宿神宮前「THE SHARE」  築 50 年の UR 団地再生「りえんと多摩平」 オフィス商業複合施設「TABLOID」 


