
 

                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 29号 2019 年７月８日（月）発行 

＊武蔵野プレイス地下２階青少年フロアは、中高生世代を中心とする青少年の社会生活の充実を図ることを目的としたフロアです。 

今回参加してくれた皆さん、ありがとうございました！ 

 お題  
武蔵野プレイス地下２階青少年フロア（通称：Ｂ２（ビーツー））では、青少年の皆さんにお題を出して、それに対して

自由に描いてもらう「お題ノート」をスタジオラウンジ内で実施しています。今回のお題に対して、青少年の皆さんの

コメントの一部をここに紹介します。 

 

新学期が始まってからもう３か月！暑い夏がやってきますね！みなさんは夏

にやりたいことはありますか？海や山に行く、部活や勉強をがんばる、涼し

い部屋でマンガを読む、だらだらする、もちろん B2 で過ごす！というのも

いい案ですね！今回は B２フロアのことを紹介するので、みなさんそれぞれ

が過ごしやすい使い方を見つけてみてください♪ 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇクラフトスタジオ       ★有料 

調理､美術､工芸､手芸 など 

利用内容､利用希望日時が決まったら､予約前にＢ２
スタッフと内容について打合せを行ってください。
詳しくはＢ２スタッフまでお問合せください。 

Ｈアート＆ティーンズライブラリー    ☆無料 

美術・音楽・芸術系・青少年向けの小説・雑誌（ＹＡ図書） 

本は館内の好きな場所で読むことが可能です。ほんの貸出し
には図書カードが必要となります。詳しくは地下１階図書カ
ウンターをお問合せください。 

Ｄサウンドスタジオ  ★有料 

バンド練習、個人での音楽練習 

利用する方､全員がサウンドスタジオ利用
者講習会を受講する必要があります。詳し
くはＢ２スタッフまでお問合せください。 

Ｃオープンスタジオ     ☆無料 

卓球、ボルダリング、軽運動    

卓球、ボルダリング、軽運動は受付が必要です。
詳しくはＦスタジオ受付にお問合せください。 

Ａスタジオラウンジ      ☆無料 

おしゃべり・飲食・勉強・昼寝・読書（マンガ・
雑誌あり）・テーブルサッカー・ゲーム・無線
LAN（place-wifi） 

それぞれの活動をして過ごすことができます。 

武蔵野プレイス地下２階は中･高校生世代を中心とした青少年（20歳になった年の年度末までの方）の居場所としてつ

くられたフロアです。友達と一緒に､また１人でゆっくり過ごすこともできますよ。今回はそんな地下２階ティーンズス

タジオ・青少年フロアが､どんなところなのか、どんなことができるのかを中心にフロア内をご紹介します。皆さん、 

夏休みもたくさん利用してくださいね♪ご来館をお待ちしています。 
 

Ｂごみステーション 

青少年専用のごみ捨て場。 

捨てる物の表示を確認して、捨ててください。
分別にご協力をお願いします。 

武蔵野プレイス 
ティーンズスタジオってどんなところ？ 

Ｂ２の 

地下２階！！ 

地下２階ティーンズスタジオ フロア図 

 

武蔵野プレイス地下２階 青少年フロアでは、年間で様々なイベントを開催しています。ここではイベントの一部を
ご案内します。B2 内掲示物や武蔵野プレイス HP、Twitter,Facebook などもチェックしてみてください♪皆さん
のご参加をお待ちしています。 

 
B2 Cafe [月１回程度開催] 

お菓子を食べながら、みんなでお話
したりゲームをしたり、何かを作っ
たりする中学生以上の青少年を対象
とした交流イベントです。このイベ
ントで新たな仲間ができたり、スタ
ッフとお話しすることもできます
よ。参加費無料で友達と一緒でも、
1 人でも参加可能です。B2 Cafe に
参加してたくさん交流を広げてくだ
さい。開催のお知らせは開催日の１
週間前頃に B2 フロア内にポスター
を貼り出します。ぜひチェックして
みてくださいね。 

 

図書ラボ [週２回程度開催] 

図書担当スタッフが B2 のラウ
ンジカウンターに出張し、本の
修理やブックコートなどをかけ
る作業を行っています。無料で
図書スタッフと一緒に図書館の
お仕事を気軽に体験できちゃう
イベントです。開催はその月に
よって異なりますので B２内に
掲示しているイベントカレンダ
ーで開催日時をご確認くださ
い。 

Ｅパフォーマンススタジオ ★有料 

ダンス練習、合唱練習、演劇練習 など 

利用者カードを作成し予約をして利用しま
す。音楽再生機器やキーボード、バレエバ
ーなどの貸出も行っています。 

Ｆスタジオ受付 

Ｂ２スタッフが常駐 

利用方法など､わからない
ことがありましたらお気軽
にお声掛けください。 

Bang Bang BANG！    
スタジオプレイス出演機会の提供
[２ヵ月に１回程度実施] 

B2 内のサウンドスタジオ、パフォーマ
ンススタジオ、クラフトスタジオを利用
している青少年対象のイベントです。自
身の行っている活動や音源を公共の電波
にのせて発信できる機会となっていま
す。老若男女たくさんの方に自身の活動
を知ってもらいたい青少年は、ぜひこの
イベントにご参加ください。B2 内の掲
示物や武蔵野プレイス HP などに募集の
案内がでますので、ぜひチェックしてみ
てください。 

 



 

 

☆装飾事業 

「ゴースト・スタジオ」 
クラフトスタジオがホラーな「ゴースト・ス

タジオ」に大変身！！みんなでプレイスに住

んでいるおばけに友達を作ってあげよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーンテッド・プレイス  

 

☆図書展示 

「Ghost Story!  

ヒヤッと涼しくなる本」 
ホラーな本、不思議な本を集めました。「おばけ

総選挙」も実施中です！ぜひ見てね♪ 

☆展示期間：７月４日～７月15 日（月・祝） 

☆展示場所：地下２階クラフトスタジオとステンレス壁面 

（※）プレイス・フェスタ 2019 とは 
武蔵野プレイスは「図書館」「生涯学習支援」「市民活動支援」「青少年活動支援」の機能を備えた複合機能施設で、プレイ

ス・フェスタとはそれらの４機能を融合させた総合イベントです。今回のプレイス・フェスタ 2019 のテーマは『新しい出会

いを』。７月４日(木)～７月 15 日(月・祝)の期間中に開催していますので、「ひと・まち・情報」のつながりを体験していた

だき、それぞれの‟新しい出会い‟を感じていただければと思います。 

 

YES 

ひとりで出かけること 

が多い。 
グループでわいわい 

過ごすことが好き♪ 

 

 

 

NO 

カフェでゆっくり 

過ごすことが好き。 

NO 

体を動かすことが好き！ 

YES 
YES 

NO 

  

NO 

Ｂ２は色々な人が、色々な過ごし方をするみんなの居場所です。皆さんにもっとＢ２を楽しんでもらうため、そ

れぞれのタイプに合ったおススメの過ごし方を教えちゃいます♪あなたにぴったりな過ごし方は何でしょう～？ 

場所の詳細は、『ティーンズスタジオってどんなところ？』で確認してくださいね！ 

＊スタジオラウンジ内の図書は青少年（20 歳になった年の年度末までの方）専用の図書のため、大人の方の閲覧はご遠慮ください。 

YES 

この夏、Ｂ２がホラーに染まる！？ 今年のプレイス・フェスタ 2019(※)では、武蔵野プレイス 

地下２階青少年フロア（通称：Ｂ２）の一部を装飾し、ホラーな雰囲気を演出します！ 

みなさま、Ｂ２で涼しい夏をお過ごしください… 

好きなことを 

とことん楽しみたい☆ 

START!! 

NO 

スタジオラウンジで 

スナックや飲み物を持参

して、自分のペースで読

書や課題を進める。 
 
ラウンジにある雑誌やマンガ

は自由に読めるよ！おすすめ

イベントもたくさんあるの

で、掲示板にも注目してね♪ 

YES 

活動できる場所が 

なかなか見つから 

ない！ 

NO 

YES 

オープンスタジオで 

卓球対戦やボルダリン

グのレベル表攻略！ 
 

スタジオラウンジで 

テーブルサッカー対戦

をして汗をかこう！ 
 
受付が必要なのでスタッフ

に声をかけてね☆ 

スタジオラウンジで 

玩具を借りて、みん

なで盛り上がろう！ 
 
ボードゲームやカードゲ

ーム、ジェンガなど、大

人数で楽しめるゲームも

たくさんあるよ！借りた

い時はスタッフに声をか

けてね☆ 

サウンドスタジオで 

バンド練習、個人練習 
 

パフォーマンススタジオで 

ダンス練習、演劇練習 
 

クラフトスタジオで 

たこ焼きパーティー、アルバム

制作、ミーティング などなど 

好きなことを楽しもう！ 

～ホラーに染まるＢ２～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ紹介！ 新メンバーってどんな人？ 

Ｂ２の 

「ついつい言っちゃう口ぐせ！」自分ではなかなか気が付けなかったり、そんなつもりなかったりし
ますよね！ちなみに私は「～な説！」とよく言うらしいです。自分ではわかりません･･･。 

そして、令和第１号は B2 フロアの使い方や過ごし方を紹介しました！新しい発見はありましたか？
みなさんもオススメの過ごし方があればぜひ教えてください♪よい夏休みになりますよう、B2 はみ
なさんの活動を応援しています🏳 

 

 

【好きなこと】 
■パン屋巡り 

パン､おいしいですよね～。クルミが入って 

いるパンが特に好きです。 

 

■ビルを見ること 

西新宿のビル群を見ていると安心するから。 

 

■映画を見ること、本や漫画を読むこと 

他人の人生の一片に触れられるような気がす

るから。最近は『果ての星通信』という漫画

が好きです。 

【Ｂ２のおすすめポイント】 
おしゃべりしてもいいし、ご飯やお菓子を食

べてもいいし、勉強してもいいし、音楽の練

習やダンスの練習もできて、たこ焼きを作る

こともできるし、卓球やゲームをしてもい

い、好きなことをできる空間って他にそうそ

うないと思います。 

【ひとこと】 
４月からプレイスに来たので、知らないこと

がまだまだたくさんあります。みなさんにと

ってＢ２ってどんなところですか？ぜひ教え

てください！ 

【ニックネーム】 

ミッチー 

みっち 

ざわやん 

今年度からＢ２に新たなスタッフが加わりました。ここで知った情報をもとに、スタッフにどんどん話しかけてみ

てくださいね。 

夏休み  青少年専用期間 のお知らせ 
武蔵野プレイス地下２階青少年フロアは 

2019 年７月 20 日(土)～９月１日(日) まで 
近隣の学校の夏休みに合わせて 終日が青少年専用期間 となります。 

水曜日は休館日です。皆さん、開館日をチェックして遊びに来てくださいね♪ 

『テーブルサッカー大会』３月 10 日 
 
計５組のグループがＢ２チャンピオン

を目指して熱いバトルを繰り広げまし

た！その後は交流会で、お茶を飲みな

がら大会の結果を振り返りました。 

初心者でも楽しめるテーブルサッカー

みなさんもぜひやってみてください♪ 

『B2 GAME Cafe』５月 25 日 
 
今回の「Ｂ２Cafe」では、普段ラウ

ンジで貸し出している玩具３つを紹

介し、みんなで楽しみました♪初対

面でもゲームを通して仲良くなれ

る！他にも面白い玩具がたくさんあ

るので、遊んでみてください☆ 

『DANCE MUSIC PLACE ～青少年 

たちのパフォーマンス発表会 2019～』 

３月 25 日 
 
バンド９組、ダンス２組のグループ

が、プレイス目の前の境南ふれあい広

場公園で素敵なライブパフォーマンス

を披露してくれました！！ 

お問合せ：ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス 青少年活動支援担当 
電話：0422-30-1902（直通）HP：http://www.musashino.or.jp/place.html  

 

当通信に掲載されている画像等の無断転載はご遠慮ください。 
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