
 
　関 係 各 位 

2017年4月吉日 
「.Makeところざわ2017」実行委員会 

「.Makeところざわ2017」開催について 

　早春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

　「.Makeところざわ2017」実行委員会は、このたび、「所沢の未来を共創する」をテーマに、所沢駅周
辺の再開発で取り壊される廃ビルを有効活用し、以下の通り期間限定のイベントを開催いたします。 

　本イベントには、DIY（Do It Yourself）のものづくりから、DIO（Do It Ourselves）のまちづくりま
で、”つくるを楽しむ” 様々なプロジェクトが参加し、所沢の未来に向けたメッセージを発信します。 

　関係各位におかれましては本プロジェクトの趣旨をご賢察いただき、私たちと共に本企画を盛り上げてい
ただきたく、ご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

【日時】2017年04月16日（日）～05月13日（土） 
　　　　うち毎週　土曜日・日曜日　10:00～16:00  

【場所】埼玉県所沢市東住吉11-10 大地ビル  

【概要】各種展示企画、講演会・ワークショップ、飲食販売 等  
　　　　会期中に適宜、企画内容などが追加され、展示内容も変化していきます。 

【主催】「.Makeところざわ2017」実行委員会　 
　　 
【後援】所沢市 

【協賛・協力】（順不同） 
KADOKAWA　所沢なび　所沢ノード　所沢日栄会協同組合　野老澤町造商店　不破塗装　 
サクタスタイル　シビックプライド研究会　GARBAGE BAG ART WORK  

【お問い合わせ】 
「.Makeところざわ2017」実行委員会  事務局（所沢ノード内） 
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町4-2 所沢サンプラザ3F 
TEL: 04-2941-4440　FAX: 04-4921-4448　E-Mail: make-tokorozawa@coco-on.jp  



1.　各種企画展示 等

区画 実施内容 実施者 備考

屋外
ビール & おつまみの販売 パーフェクトビール 4/16 は出店なし

珈琲販売　ChanQ cafe（チャンクカフェ）
焙煎工房「ちゃんくろコーヒ
ー焙煎部」

（4/23） 
4/30、5/6、13

1-1
受付・ホール（休憩ラウンジ） 
・所沢の空撮映像や地域ドキュメンタリー作品などの上映

1-2
品種茶 BAR 品種茶専門店「心向樹」

所沢だんご 販売
社会福祉法人茶の花福祉会
「十四軒大樹作業所」 5/13 は出店なし

1-3
天然酵母の手作りパンの販売 Lycka 木村 4/22

布小物などの手芸小物の展示・販売 片上英美 + 浮田昌美 4/30、5/7

1-4 「恩送りカード」を使った「ポストカードと
小さな刺繍製品」の販売・他

品種茶専門店「心向樹」社会
福祉法人 皆成会 
光の園・他

2-1 WOOVE Photo Exhibition Tokorozawa WOOVE PROJECT 

2-2 オープンストリートマップ関連展示 
クライシスマッパーズジャパ
ン 

2-3 ”はばたく”をつくろう すぷら 

2-4
所沢ノード／デジタル工房 作品展 
3Dプリンタ、お絵かきロボット、木工などの
作品展示

所沢ノード 
デジタル工房チーム

2-5

自転車で旅するブロック世界（マインクラフ
ト）の所沢とオリジナル・ボードゲーム

コエカタマリン 
どろがめカフェ × MNMNM 

子供たちがプログラミングソフト
「Scratch」を使って制作したゲーム作品 等 CoderDojo 所沢 

2-6

親子で楽しむプラ板作り＆ぬりえ 
＋コミックイラストミニ展 
 ～ 親子で 遊んで アート体験♪

Atlier恵めぐみーる

プラ板ワークショップ 
4/22  10:00-14:00   4/23  10:00-13:00　4/29  11:00-12:00　14:00-15:00    
4/30  11:00-13:00　5/06  11:00-13:00

2-7 バルーンプール まちづくりNPO 所沢元気計画 

3-1 講演会・ワークショップ用スペース

3-2

所沢で撮影された映画・ドラマなどのロケ地
の情報と作品紹介 など 所沢市 商業観光課 

「椿峰ニュータウン研究」 
超高齢社会の包括的タウンマネジメント～埼
玉の近未来を設計する～

彩の国さいたま人づくり広域
連合



2.　期間中に開催する各種セミナーやワークショップ等 

※各種セミナーやワークショップなどは開催決定次第、各種広報チャネルを通じてお知らせ致します。 

3-3 「COOL JAPAN FOREST構想」始動！
所沢市 経営企画課  
KADOKAWA

3-4 （講師控え室）

他
期間中に発生したゴミをアートゴミ袋を使っ
て収集・集積

「.Makeところざわ2017」実
行委員会

期日・場所 時間帯 名称 主催 場所・参加費

4月16日（日） 
区画 301

14:00～
17:00

【オープニングセッション】
シビックプライド・カンファ
レンス in 所沢

「.Makeところざわ
2017」実行委員会

一般 : 1,000円 
関係者 : 無料

4月22日（土） 
区画 101

14:00～
15:30

「クールジャパンフォレスト
構想説明会」ライブ中継

「.Makeところざわ
2017」実行委員会 無料

4月23日（日） 
区画 101

11:00～
12:00

エコストーブワークショップ 
～エコストーブを使えばこん
なにカンタン！都会ではじめ
られる「里山資本主義」生活

松谷文緒（株式会社
KADOKAWA） 300円

4月23日（日） 
区画 101

13:00～
16:00 品種茶ワークショップ 品種茶専門店 心向樹 調整中

4月30日（日） 
区画 101

14:00～
16:00

開発者とモバイル屋台を作ろ
う！　所沢チーム募集ガイダ
ンス①（1回／2回）

ところざわモバイル屋
台プロジェクト

無料

4月30日（日） 
区画 101 調整中

PODCAST番組「DJたまこの
所沢がイイんです!」公開収録

所沢ノード 
PODCASTチーム 無料

5月6日（土） 
区画 101

14:00～
15:00 宇宙ロケット解説会 曽田篤洋

300円 
（お茶菓子代）

5月7日（日） 
区画 101

14:00～
16:00

開発者とモバイル屋台を作ろ
う！　所沢チーム募集ガイダ
ンス②（2回／2回）

ところざわモバイル屋
台プロジェクト

無料

5月7日（日） 
区画 301

14:00～
16:00

（予定・調整中） 
Coder Dojo

5月13日（土） 
区画 301

13:00～
15:00

【クロージングセッション
1】藻谷浩介氏　講演会 
「所沢の未来を共創する」

「.Makeところざわ
2017」実行委員会

一般 : 3,000円 
関係者 : 2,000円

5月13日（土） 
区画 101

17:30～
19:00

【クロージングセッション
2】アフターパーティー

「.Makeところざわ
2017」実行委員会 調整中



　　 
3.　各種広報チャネル 

・ウェブサイト 
https://dotmaketokorozawa.wordpress.com 

・Facebookページ 
https://www.facebook.com/MakeTOKOROZAWA/ 

・Twitter 
https://twitter.com/dot_make_tokoro 

・ Instagram 
https://www.instagram.com/dot_make_tokoro/ 

・所沢なび 
http://tokorozawanavi.com/category/event/maketokorozawa/ 

・PODCAST番組「DJたまこの所沢がイイんです!」 
・http://podcast.coco-on.info/ 

https://dotmaketokorozawa.wordpress.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdot_make_tokoro&h=ATNgYa6kmQqU5S6vLYkfnUyMlgum1eT0qFC9cqtV0QSjqq6iyO5hkjB7sOtun8jdFZIzHK2OskrztJ69pv3Pu7XPK6ayWD7TDTGacHqcakRYjrTsXQVdVtiNZhsHAUQ0WYxGdpBpb1Jr
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdot_make_tokoro%2F&h=ATPVejpQUOgb0PyA1ELhup3jgJKC-LIBEYHBDpitp_3R8ve5KevcfW6axt-XDoxsIVyx5xPnR_jT2vCMmCFf2rUzYuvi0P10Z7GswtmbGDQEmFlIDs49WvXEYRGB6vlhb4SkZ09P-j6G
http://tokorozawanavi.com/category/event/maketokorozawa/
http://podcast.coco-on.info/

