
才能溢れる子どもたちと豪華ゲストでつくる、年に一度の祭典
『DTC CREATIVE SESSION 2020』3 月 22 日 ( 日 ) 開催！

「大きくなったら、○○になりたい！」幼い頃の無邪気な夢から、子どもたちは成長とともに、社会との関わりも少しずつ広がり、将来
についてぼんやりと具体的な夢を抱きはじめる 10 代。心もカラダもぐんと成長する多感な時期に、世代を超え様々な人たちと交流し
多様な価値観に触れることで、子どもたちの感性は刺激され、一人一人持っている可能性がもっと広がっていくのではないでしょうか。
2015 年に mother dictionary のプロデュース＆運営により、渋谷区の児童向け施設としてオープンした「DAIKANYAMA 
TEENS CREATIVE/ 代官山ティーンズ・クリエイティブ（通称：DTC）」は、そんな想いのもと「可能性を生み出し、夢を描く」
ことをコンセプトに、子どもたちが様々な人たちとの交流や体験を通して、子どもたちの中に潜む創造の種を育み自由に開花
させていける場所を目指しています。子どもたちが居場所としていつでも遊びに来れる場所である他、仲間との交流を育む場
としての「ルームレンタル」や、週末にはさまざまな分野で活躍するクリエイターが講師を務める「アートスクール」、平日夕
方には日替わりで興味ある分野を体験できる「ミート・ザ・クリエイターズ」などを開催。各分野で活躍するクリエイターの
技や、人間としての魅力に触れ、クリエイティブとはどういうことか体感しながら、自分の可能性の扉をひらき、将来の職業
選択に対しても興味と関心を持つきっかけづくりが出来る場所です。

『DTC CREATIVE SESSION 2020』は、年に一度 DTC の施設を解放し開催する、未来を担うティーンズのためのクリエイティブ
フェスティバルです。今年で 5 回目を迎えるこのイベントは、DTC を利用する子どもたちをはじめ、次世代を担う 10 代〜 20
代が主役となり、様々な分野で活躍するトップクリエイターとコラボレーション。ものづくり・音楽・食・アートにまつわるワー
クショップや創造性溢れるコンテスト、パフォーマンスを行います。
現在 20 代のアーティストとして圧倒的存在感を放つシンガー " ちゃんみな " や、紅白歌合戦で MISIA のバックダンサーを務め
るなどいま各界から最も注目を集めているダンサー " アオイヤマダ " が出演するなど、数々の次世代アーティストを輩出。参加
したティーンズが、クエリエイターとしてさらに飛躍し活躍できる若手クリエイター・アーティストの登竜門のような場にもなっ
ています。今年もそんな彼女たちに続く「未来のトップアーティストの卵」が集結！コラボレーションいただく豪華ゲストクリ
エイターの参加も決定しました。つきましては、別紙にて詳細添付いたしますので、ぜひご注目ください。

次世代アーティストが一挙集結。1 日限りの創造力の祭典『DTC CREATIVE SESSION 2020』

可能性の扉を開き、夢を描く場所　「代官山ティーンズ・クリエイティブ」
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施設イラスト：　河原凛（中１）



PROGRAM_1   DTC SESSION

DTC CREATIVE 
SESSION 2020

個性豊かな子どもたちが主役となる、年に一度の創造力の祭典。今年の開催日は、3 月 22 日（日）。こどもたちが講師を務める
ワークショップや、自身の得意な表現で競うコンテストの開催の他、さまざまな分野で活躍するクリエイターとコラボレーショ
ンして新しい表現に挑むステージなど今年もパワーアップして展開します。

2 0 2 0 / 3 / 2 2  s u n  1 1 : 0 0 - 1 7 : 3 0

＜参加ティーンズクリエイター＞
１_Roots （ロックバンド ＊写真１） 　

２_frolic（ダンサーチーム ＊写真 3）

３_ 与謝野久璃子（タップダンス＊写真 7）

４_CONOA（ダンサー ＊写真 9）×アベミ（ダンサー＊写真 5）

５_23 × 16= 〜 Thank you 〜（ダンサーチーム＊写真 10）

６_Ross Moody  （ピップポップユニット ＊写真 13）

＜コラボレーションクリエイター＞
1_ 君島大空（音楽家 ＊写真２）

2_YOSHIDA GEN（映像作家＊写真 4）

3_ 久保田リョウヘイ（ハンドパン奏者 ＊写真 6）

4_ 櫻井香純（ダンサー＊写真 8）

5_chikako（ダンサー＊写真 11）×おさげ（スタイリスト＊写真 12）

6_ermhoi（音楽家 ＊写真 14）

イベント内の目玉のひとつ、10 代×トップクリエイターによる１日限りのスペシャルステージです。black boboi のメンバーで
あり、ソロアーティストとしても様々な場で活躍を続ける音楽家 ermhoi は、大学生兄弟 HIP HOP ユニットとの共同制作曲を
ライブパフォーマンスで披露。また、ファッション・アートを中心に映像、ディレクション・グラフィックに到るまで幅広く手
がけるアートディレクター GEN YOSHIDA は高校生ダンサーとコラボレーションした映像作品を発表。その他、君島大空や久
保田リョウヘイなど、数々の豪華アーティストが参加します。また、スタイリスト伏見京子率いる The HAPPENING ディレクショ
ンの子供たちと作るステージディスプレイもぜひご期待ください！
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これまでの DTC SESSION の様子

時間：15:00-17:00  会場：B １F
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子どもたちが、それぞれの得意分野を披露し競い合うコンテストです。種目はダンスや歌、映像など何でもあり！
挑戦してみたいことや日頃の練習の成果を披露し、グランプリを決めます。審査員には、TikTok でも人気のダンサーえりなっ
ち、椎名林檎など著名ミュージシャンの MV にも出演する清水舞手を迎え、優勝者に贈られるトロフィーは人気ニットアーティ
ストの蓮沼千紘がデザインします。今年度は 9 組がエントリー。

こどもたちが講師となって映像作りや、消しゴムハンコ作り、バッグ作り、イラストワークショップなど、当日受付でどなた
でも楽しめるワークショップを多数開催します。その他、理想科学工業さん協力の下、オリジナルデザインのシルクスクリー
ン体験や、玉置プロダクションさんと一緒に、石や木、紙などを使った基地作りコーナーも出現。また中学生が店長となって
軽食を提供する純喫茶と、練馬の「さかい珈琲」による DTC オリジナルブレンドを大学生がハンドドリップで淹れるドリンク
サービスをはじめ、高校生の DJ タイム、普段遊びにくるこどもたち作のオリジナル銃で遊ぶ射的コーナー、創造力溢れる作品
の展⽰など、DTC らしさがたくさん詰まったスペースです。

PROGRAM_2   ティーンズ・クリエイター・オブ・ザ・イヤー 2020 時間：11:30-13:00  会場：B １F

髙橋吟侍（たかはしぎんじ）
ピアノ

moe
ギター弾き語り

HACK
けん玉

Mitsuki
ダンス

いとこから電子ピアノをもらったの
が３歳の時。耳が遠いから音の鳴るも
のにそそられる。電話の子機、スピー
カー、小さいラジオ、留守番電話の声。
キッチンタイマーのピピって音は聞
こえていない。それ以外は普通の落ち
着きなさいって言われがちな、小学１
年生。今回は、自作のオリジナル曲「月
がのぼる」を演奏します。大人になっ
たらパイロットになりたい。

~No music No life~ ギターと歌が大
好きな中学３年生。カラオケで歌っ
た 動 画 を TikTok に あ げ た と こ ろ、
45 万回再生、2.5 万いいねを突破。
アコースティックギターの弾き語り
で、会場にその歌声を響かせます。

叡知（小 5）と思惟（小 1）の兄弟
ユニット。兄の叡知はけん玉とグラ
フィティーとラップが好き。弟の思
惟は無類の鉄棒好きで、めが回るま
で回り続けてしまう。愛読書は「と
んかつ DJ アゲ太郎」。東京に憧れ、
今回滋賀から参戦。

DTC によく遊びにくる小学４年生。
好奇心が旺盛で、作ることや表現す
ることが大好き。独創的な感性で見
る人を惹きつけます。今回は、習い
はじめて約 2 年の Vogue dance を踊
ります。虫が好き。

PROGRAM_3   CREATIVE CORNER 11:00-17:30  会場：4F　

Rubber stamps work shop
滋賀県から来た中 3 の大庭慈瑛（おお
ばじえい）。小 4 の頃、山を買いたい
と思い、消しゴムスタンプでつくった
ポストカードを売り始める。当日はオ
リジナルハンコでのポストカード作り
や、デザインから作る消しゴムハンコの
ワークショップの講師を務める。

オリジナル武器の射的コーナー
普段遊びにきてくれているこども達が
作った、特製の輪ゴム銃で、射的がで
きるコーナー。スナイパー、ハンドガ
ンにショットガンなど、様々なデザイ
ンで作られた銃の中から、お気に入り
を選んで射的しよう！

売名展 / クリエイティブユニット
明星学園高校で出会った学年の違う 4
人の学生クリエイター、夕月 (20)、ま
あさ (19)、おさげ (18)、885(17) によ
る売名展。イラストや簡単バッグの
ワークショップ、DJ や写真の展⽰も
行います。

Yutai film Workshop
小 6 クリエイター鈴木悠大が、iPad と
クロマキーを使って、簡単に合成して、
かっこいい動画を制作するワークショッ
プ。一緒に、かっこいい合成映画を作り
ましょう！

喫茶室エン
DTC にたった 1 日だけ、『喫茶室エン』
がオープンします！メニューは中学生
の円ちゃんが考案したホットサンドと
チュロス。フレイバーが 2 種類からお
選びいただけます。

coffee boys 
「喫茶室エン」の一角で、大学生のハンド
ドリップユニット「coffee boys」がドリッ
プコーヒーを振る舞います。今回のイベ
ントのために特別に「さかい珈琲」が
DTC オリジナルブレンドの焙煎。丁寧に
淹れられた珈琲をお楽しみください。

【その他、プログラム】

『シルクスクリーンでオリジ
ナルプリント』

（株）理想科学工業による、
シルクスクリーン体験。

『DTCにmy テントを建てよう』
木や石をなどいろいろな素材
で小屋を作ったり、オリジナ
ルテントを作って、DTC に自
分たちの場所をつくろう。
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EVENT OUTLINE

□名称： DTC クリエイティブセッション 2020

□日時： 2020 年 3 月 22 日（日）11:00 〜 17:30

□会場： 代官山ティーンズ・クリエイティブ
東京都渋谷区代官山町 7-9 　４階受付

（https://daikanyama-tc.com）

□ URL https://daikanyama-tc.com/creativesession2020/

□入場料：無料

□運営：株式会社マザーディクショナリー

□協力：理想科学工業株式会社、合同会社玉置プロダクション、

The HAPPENING、さかい珈琲

CONTACT

PROFILE

SPACE

□ GENERAL CONTACT：
代官山ティーンズクリエイティブ（担当：宇賀村、森脇）　
TEL：03-3780-0816  MAIL: info@daikanyama-tc.com

□ PRESS CONTACT：
デイリープレス　川村 / 竹形
TEL：.03-6416-3201  MAIL： info@dailypress.org

プロジェクトに関するご質問、取材、掲載等のご希望がございましたら、 下記プレス担当までお問い合わせ下さい。 

代官山ティーンズ・クリエイティブ
2015 年 6 月より株式会社マザーディクショナリーがプロデュース・運営を開始。小学生〜 25 歳以下の学生を対象に、こ
れまでにない新たなティーンズのための居場所として日々様々な企画を展開しています。
開館時間： 平日 13:00 〜 20:00 土曜 10:30 〜 20:00 日曜・祝日 10:30 〜 18:00 個人利用時間 ( 平日・土曜 ) 20:00 まで ( 小学生以下 
18:00 まで ) 区立学校夏季休業期間（土曜・日曜含む）10:00 〜 18:00 休館日：火曜日、第 3 日曜日、年末年始（12/29 〜 1/3）
利用対象： 渋谷区在住または在学の小学生から 18 歳以下で高校生までの人、及びその保護者。ただし当日の状況により渋谷区在住・
在学でない人、また概ね 25 歳以下の人もご利用いただけます。＊いずれの場合も保護者のみのご利用はできません z ＊未就学児の
方は、必ず保護者同伴でご利用ください。　（HP：https://daikanyama-tc.com）

mother dictionary
次世代を生きるこどもたちと暮らす中から見えてきた視点をベースに、企画、イベント、施設運営、マネージメント、出
版企画、プロダクト制作など多岐にわたる分野で、既成概念にとらわれない新たな視点で提案を行い、活動を続けている。

（HP：https://www.motherdictionary.com）
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DTC は、代官山駅から徒歩 5 分程に位置する５
階層からなる建物内の B1F と４F にあります。
建物内には渋谷区の子育て支援センターと渋谷
区代官山保育園が併設されており、渋谷区在住
在学の子どもたちや親御さんを中心に多くの方
が利用しています。壁面には青々と茂る植物、
そして茅葺職人による美しい茅壁のエントラン
スが目印です。「DTC　CREATIVE SESSION」の
会場も B1、4F のフロアを解放し開催されます。


