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大人の部活が生まれる、街のシェアスペース 

 
 

 
横浜みなとみらいで「BUKATSUDO文化祭」を 6月 25日(日) 開催 

3周年を迎え、人気講座・ワークショップ・部活動が大集結 

キーワードは「Sparkle！」 
 

株式会社リビタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：都村智史）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）では、これまでに開催された講座やワークショップ、部活など、参加者や利用者の活

動を表現する場として 2017 年 6 月 25 日（日）に「BUKATSUDO 文化祭」を開催いたします。 

自分の手で「つくる」を楽しんだり、明日から何かをはじめてみたくなるようなトークを聞いたり、共

通の趣味を深める大人たちの集いを覗いたり、さまざまな「学び」の成果を見たりと、2014 年 6 月のプレ

オープンから3年にわたって築いてきたBUKATSUDOのにぎわいを感じられるような場をご提供いたしま

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」受講生に

よる「ひとはこ古本市」での一日店主体験や、フォトグラファー鈴木知子氏が教える「すずちゃんのカメ

ラ講座」参加者による展示、BKD カメラ部 第 5 回写真展「Sparkle！」などこれまで行われてきた講座の

成果発表や、人気講座の講師陣および特別ゲストによるトークショーを行うほか、定番となったレコード

部やみなとみらい昭和文化研究部、あらたにスタートしたばかりのリトウ部などの部活への体験入部も可

能。そのほか、BUSHITSU 利用者の活動を紹介する場や、ものづくりを楽しむワークショップなどさまざ

まな企画をご用意しています。 

今年のキーワードは、3 周年の“きらめき”や“活気”を意味する「Sparkle！」。来場者には、何かきらきら

したものや水玉模様のものを身につけることを推奨しており、当日限定のドリンクなども販売予定です。 

 

ニュースリリース 

2017 年 6 月 15 日 
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イベント概要   

   

日 程：2017 年 6 月 25 日（日）12：00～18：00 

入場料：1 ドリンク 500 円（税込／中学生以上） 

催し物：講座受講生による成果発表、BUSHITSU 活動紹介・部活体験入部、スペシャルトークライブ、 

ワークショップ 

 

【展示コンテンツ】 

 

現代アーティストによるウェルカムアートや、現在開催中の講座に参加している受講生による成果発表の

コンテンツをご用意しています。 

 

■アニメーション作家・ぬ Q によるウェルカムアート 

 

■「ひとはこ古本市」 

これからの本屋研究室メンバーが一日店主体験。 

  全国に広がる受講生の”まちの本屋”MAP も展示＆配布。 

 

■「BKD カメラ部 第 5 回写真展｜Sparkle！」 

鈴木知子＋BKD カメラ部。 

30 名以上が出品するグループ展を BUSHITSU で開催。 

気に入った作品に投票できる、来場者参加型展示。 

 

■「みなとのショートショート集 作品展」 

作家・田丸雅智氏が講師をつとめる「誰でもどんどん書きたくなる！ 

ショートショート連続講座」の受講生が執筆した、短くて不思議な話 

の作品集を展示。 

 

 

【参加型コンテンツ】 

 

日頃から講座やワークショップに参加している方も、まだ参加したことがないけれど実は気になっている

という方も、どなたでも自由に参加可能なコンテンツを多数ご用意しました。 

 

※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 ページ （https://www.facebook.com/events/115031692416533/） 

もしくは、BUKATSUDO ホームページ（bukatsu-do.jp）をご覧ください。 

 

 

①BUSHITSU 活動紹介・部活体験入部 

 

仲間との趣味の活動や街を豊かに変える活動などの拠点としてご利用いただける BUSHITSU や、

BUKATSUDO の講座やコミュニティから生まれた部活で、実際に活動している方々をご紹介します。一

般ご来場者も、体験入部やワークショップを通してその活動にふれることができます。 

 

※事前予約等の詳細は、BUKATSUDO 文化祭 Facebook イベントページにて、随時更新いたします。 

 

 

 

 

    

昨年のひとはこ古本市の様子 

アニメーション作家ぬ Q によ

るアクリルフラワー 

https://www.facebook.com/events/115031692416533/
http://bukatsu-do.jp/
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■レコード部 

・体験入部 随時 

・トーク「⾳楽と暮らし ～BGM を聴くひとと、作るひと～」 

【時 間】17：00～18：00 

【ゲスト】宮内優⾥ （BGM LAB.）、⼭本勇樹 (Quiet Corner) 

【参加費】1,000 円（税込） 

【予 約】https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/018u7ayy4rvw.html 

 

■餃子部 体験入部 

 

■みなとみらい昭和文化研究部 角打ち 

 

■リトウ部 リトウスナック 

【時 間】12：00～17：00 ごろ 

【詳 細】https://www.facebook.com/events/168011463734998 

 

■ヨガ部 ショートヨガレッスン 

【時 間】15：00～15：30 

【参加費】500 円（税込） 

【予 約】https://www.facebook.com/events/145159489363366 

 

■ファミコン部 懐かしいゲーム、いろいろ 

 

■オトナ手芸部「もふもふギャラリーマーケット」 

 

②スペシャルトークライブ＆パフォーマンス 

 

人気講座の講師陣や特別ゲストによるこの日限りのスペシャルトークやスティールパンのミニライブ、

BUKATSUDO 初の落語会を開催。     

  

＜パフォーマンス＞ 

■13：30～14：30「立川志の彦 落語会」 

【木戸銭】大人 1,000 円／小学生以下 500 円（税込） 

 

■12：30～13：00「スティールパンバンド“STARS ON PAN”と一緒に奏でよう！」 

【定 員】6 名（事前予約優先） 

【参加費】500 円（税込） 

【予 約】http://bunkasai2017-starsonpan.peatix.com 

 

■15：00～15：30「STARS ON PAN ミニライブ」 

※予約不要、無料 

 

＜スペシャルトーク＞ 

※すべて予約不要、各回先着 30 名様（5 分前開場） 

 

■12：15～「カメラと一緒に出掛けたくなる、横浜おすすめイベントガイド」 

鈴木知子（フォトグラファー）×田辺 紫（All About 横浜ガイド） 

 

■13：30～「みんなどうやって編集者／ライターになったの？」 

米光一成（ゲーム作家／ライター）×神田桂一（ライター）×ミネシンゴ（編集者） 

×田中佑典（編集者）×内沼晋太郎（本屋 B&B／numabooks） 

宮内優⾥氏 （BGM LAB.） 

人気の新部活「リトウ部」 

朝ヨガクラスを毎月第 2・第 4 水曜

に開催中 

立川志の輔五番弟子の立川志の彦

落語会。子供も参加可能 

トリニダード・トバゴの楽器「ス

ティールパン」の体験とパフォー

マンスが楽しめる 

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/018u7ayy4rvw.html
https://www.facebook.com/events/168011463734998
https://www.facebook.com/events/145159489363366
http://bunkasai2017-starsonpan.peatix.com/
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■15：30～「企画でメシを食っていく 『言葉の企画』特別編」 

カツセマサヒコ（ライター）×阿部広太郎（コピーライター） 

  

■17：00～「小さな本屋から始める」 

内沼晋太郎（本屋 B&B／numabooks）×一戸実（レインボーブックス） 

×小⼭由香理（Pono books＆times／岩手）×⼭本大介（たられば書店／大阪） 

×中村勇亮（本屋ルヌガンガ／香川）ほか 

 

③ワークショップ 

 

簡単なものから、じっくり取り組むものまで、さまざまなワークショップを楽しむことができます。予約

不要のワークショップも多数ご用意しています。 

 
～事前予約制～ 

 

■みなとみらいごはん部 

「カレーにぴったりのらっきょうを自分で漬けてみよう！」 

【時 間】12：30～14：30 

【参加費】2,800 円（税込） 

【予約】http://gohan-bu.com/calendar/1592203 

 

■ハンドメイド部 

「エクラリボンリング、ブリアンリボンバレッタなどのレッスン」 

【時 間】12：00～15：00 

【参加費】1,500 円～（税込） 

【詳 細】http://peatix.com/event/272534 

 

■プランツスタイリスト・井出綾 

「針葉樹とラフィアで作る夏のフレッシュリース」 

【時 間】13：00～15：00 

【定 員】15 名（当日受付可能） 

【参加費】3,000 円（税込） 

【予 約】http://bkdbunkasai2017-wreath.peatix.com/ 

 

■Atelier On The Wind 

「針と糸を使わないで作る袋物の体験レッスン」 

【時 間】13：00～18：00 

【定 員】1 時間ごとに各回 6 名様まで（事前予約優先） 

【参加費】2,000 円 (税込) 

【予 約】http://bunkasai2017-atelieronthewind.peatix.com/ 

 

■「ナカムラクニオの金継ぎ入門」※受付終了 

【時 間】13：00～／16：00～ 

【定 員】各回 12 名 

【参加費】2,500 円（税込） 

 

 

 

 

 

親子で楽しめるみなとみらいごはん

部のワークショップは絵本の読み聞

かせもあり 

レンズキャップケースと IC カード

ケースのどちらかを選べる Atelier 

On The Wind の体験レッスン 

夏の窓辺に自分でつくったさわやか

なリースを掲げてみては 

http://gohan-bu.com/calendar/1592203
http://peatix.com/event/272534
http://bkdbunkasai2017-wreath.peatix.com/
http://bunkasai2017-atelieronthewind.peatix.com/
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～予約不要～ 

 

■文字とことばのデザインユニット「二歩」 

A：クロマトレターワークショップ 

【時 間】随時（所要時間 20 分） 

【定 員】随時受付（1 回につき 6 名様まで） 

【対象年齢】3 歳以上 

【参加費】200 円（税込） 

 

B：こんな顔して似顔絵を 

【時間】随時受付（所要時間 20～30 分、1 名様ずつご案内） 

【対象年齢】表情が作れれば何歳でも OK 

【参加費】500 円（税込） 

 

■PlusJ.design 

「日本の伝統工芸”水引”でつくるぽち袋」 

【時 間】12：00～ 

【定 員】なし 

【参加費】1,000 円（税込） 

ほか 

 

 

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、

公民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、来街者等の市民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  横浜市西区みなとみらい二丁目 2-1 ランドマークタワー ドックヤードガーデン内 地下 1 階 

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 bukatsu-do.jp 

Facebook www.facebook.com/bukatsudo.yokohama 

Twitter twitter.com/bukatsu_do 

 

 

 

「二歩」は隙間の時間に、制作中の

絵本「ことばサーカス」の読み聞か

せも実施予定 

オプションでブローチにも変更可

能な水引ワークショップ 

http://bukatsu-do.jp/
https://www.facebook.com/bukatsudo.yokohama
https://twitter.com/bukatsu_do
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株式会社リビタについて 

 

「くらし、生活をリノベーションする」をコンセプトに、既存建物の改修・再生を手がける会社として設

立。「次の不動産の常識をつくり続ける」を経営ビジョンに掲げ、一棟、一戸単位のマンションや戸建ての

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、シェア型賃貸住宅や商業施設、公共施

設の企画・運営、PM・サブリース事業、ホテル事業を手がけています。 

現在、一棟まるごとリノベーション分譲事業の企画・供給実績は 43 棟 1,359 戸、また運営するシェア型

賃貸住宅「シェアプレイス」シリーズは、都内近郊に 17 棟 1,134 室（2017 年 3 月時点）。リノベーショ

ン分譲事業では、100 平米超の面積を有し、立地と資産価値にこだわったマンションを紹介する「R100 

TOKYO」や、戸建てリノベーション「HOWS Renovation」も展開。その他、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」や東京内神田のシェア型複合施設「the C」、大人の部

活がうまれる街のシェアスペース「BUKATSUDO」、次世代型公共施設を目指した日野市多摩平の森産業連

携センター「PlanT」など、『くらし』の概念を『働く』『遊ぶ』『学ぶ』などにも領域を広げたプロジェク

トの企画・プロデュース・運営も多く手がけています。2016 年 3 月にはホテル事業を開始、全国で「THE 

SHARE HOTELS」を展開。第一号店「HATCHi 金沢」に続き、2017 年に「LYURO 東京清澄」、「HakoBA 

函館」を開業。 

 

名称：株式会社リビタ             設立：2005 年      代表取締役：都村 智史 

住所：東京都目黒区三田 1-12-23 MT2 ビル   URL：www.rebita.co.jp 

 

http://www.rebita.co.jp/

