
 心おどる2日間。
 新豊洲に集まろう!

魚介のクリームカレー
ブリコラージュブレッド

10月2018年 27日 土 9:30～
    17:00 28日 日 10:00～

     17:00

「スポーツ」や「アート」、「食」などをテーマに、
これからの「ユニバーサル社会」や「豊洲の未来」についてのトークセッションを実施！

アスリート トークショー

GUEST

27日（土）

西麻布「L'Effervescence」

車いすバスケット
ボール

堀江 航 選手

文教大学准教授、
日本財団
ボランティア
サポートセンター参与

二宮 雅也 氏
認定NPO法人
マギーズ東京 
センター長・
共同代表理事

秋山 正子 氏
パラ陸上短距離、
ギソクの図書館
メンバー

佐藤 圭太 選手
車いすバスケット
ボール、パラアイス
ホッケー

堀江 航 選手
日本財団
ボランティア
サポートセンター
事務局長

沢渡 一登 氏

車いすバスケット
ボール選手兼
アシスタントコーチ

田中 恒一 選手

STAGE

フレンチ界の2人の有名シェフが、自店の代表メニューをイベント用にアレンジしてご提供！

FOOD

SPORT TECHNOLOGY

西麻布
「L’Effervescence」
シェフ

生江 史伸 氏
Paris「Pages」
シェフ

手島 竜司 氏
辻調理師専門学校・
メディアプロデューサー

小山 伸二 氏

28日（日）

生江 史伸 シェフ

Special menu

Paris「Pages」

手島 竜司 シェフ

Special menu

1

常陸野ネストビールや東京ブロンドといった有名なクラフトビールの他、秋田の
「新政」、長野の「真澄」などの日本酒、ワインやスムージーなどもご提供しています。

江戸前アナゴのアップルパイ
リンゴ／穴子／ごぼう／生海苔

そば粉のガレット
キノコ／ほうれん草／ベーコン／コンテチーズ

「車いすバスケットボールの
魅力と見どころを語る」

アスリート トークショー

GUEST

元陸上競技選手、
新豊洲Brillia
ランニング
スタジアム館長

為末 大 氏
元陸上競技選手、
新豊洲Brillia
ランニング
スタジアム館長

為末 大 氏
陸上短距離
（セイコー所属）

福島 千里 選手
パラ陸上短距離
（トヨタ自動車所属）

佐藤 圭太 選手

2
「走りを極める」

GUEST

チームラボ
代表

猪子 寿之 氏
西麻布
「L’Effervescence」
シェフ

生江 史伸 氏

「スポーツ・アート・食で創る
豊洲の未来」

「ボランティアが創る豊洲の未来
～2年後の夏とその先へ～」

目からウロコ！「片手で
クッキングショー」

GUEST

「シェフが語る
“食のまち”豊洲の未来」

GUEST

※当日参加OK!
協力：プロスタキッズ

※ ※

小学生に人気の「Minecraft」の世界を
プログラミングする体験を実施。
自分でプログラミングする体験ができ、
新たな楽しさを
経験できます。

売上の一部がチャリティとして、公益財団法人日本障がい者スポーツ
協会に寄付され、障がい者スポーツの普及・振興に繋がります。

※

車いすバスケットボール
競技用車いすに乗り、
競技体験！
堀江選手、下村選手ら
によるデモンストレー
ションも実施！ 協力：三井不動産株式会社

スポーツクライミング
高さ約6ｍのクライミング
ウォールが登場！
目の前にそびえたつ壁に
挑戦！

麻痺や障がい、ケガなど
で、片手しか使えない方で
も料理を楽しめる「片手で
クッキング」では、調理の
工夫や便利な調理グッズ
などをご紹介。体験いただ
いた方には記念品をプレ
ゼント！

こちらのサイトで
 続々情報アップ！

CHECK!

※一部、開催時間が異なるプログラムもございます。詳細は中面をご確認ください。

当日はパッチョも登場!

パッチョ

主 催 東京ガス株式会社、
東京ガス用地開発株式会社

協 力 三井不動産株式会社、東京魚市場卸協同組合、
千葉県勝浦市

後 援 東京都（予定）、江東区（予定）、
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（予定）

11：00～

11：20～ 14：00～ 10：30～／13：00～

14：05～ 15：50～

新豊洲ガストロノミーカフェ　GASTRONOMIE CAFE 有料
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1 新豊洲Brilliaランニングスタジアム

2 新豊洲さくら広場

4 マギーズ東京
Brillia杯「ランスタ50 ～50m走大会～」

10月27日（土） ①第１部：14:30～15:50 ②第２部：16:00～17:30

10月11日に開場した豊洲市場。その中で働く
仲卸事業者の皆さんの協力により「お魚フード
コート」が２日間の限定オープン！

協力：東京魚市場卸協同組合

当日参加OK

豊洲市場東京魚市「お魚フードコート」当日参加OK

2nd Anniversaryオープンマギーズデー

スカイダック無料シャトルバス 運行！ 10/27(土)・28日(日) 10:30～13:35

5 新豊洲の森　
生きものビンゴ

当日参加OK

陸上競技メダリストかけっこスクール
10月27日（土） 9:00～14:00

事前予約

応募終了

花畑活動＠マギーズ東京前庭
10月27日（土） 10:00～12:00

応募終了

World Sports Program 英語でドッヂビー
10月28日（日） ①10:00～　②13:00～　③15:00～
お申し込みはこちら：0120-887-837

お申し込みはこちら：0120-887-837

お申し込みはこちら：http://mifafootballpark.com/event/sport_art

10月27日（土）・28日（日） 10:00～17:00

事前予約

2 新豊洲さくら広場出発
スカイダック乗車体験

10月27日（土）・28日（日） 
①9:15～　②14:15～　③15:30～

事前予約

※乗車には特設ウェブサイトからの
　事前申し込みが必要です。
※運行スケジュール・詳細はイベント
　サイトをご覧ください。

新豊洲さくら広場出発 ⇄ 東電堀 ⇄ 豊洲運河周遊

乗車料金：大人 2,000円　
子供 1,500円

10月27日（土）・28日（日） 10:00～16:00

満開に咲いたお花を摘んで花束を作るイベントを実施。

HUG TALK
10月27日（土）・28日（日） 11:00～16:00
※詳しい内容はマギーズ東京Facebook、ホームページをご参照ください。

※売上の一部がチャリティとして、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に寄付
　され、障がい者スポーツの普及・振興に繋がります。

豊洲市場や豊洲ぐるり公園など、新たな街の魅力が加わった新豊洲。
新豊洲オータムフェス特設イベント会場をはじめ、豊洲ふ頭の各施設において
「スポーツ」、「アート」、「食」、「テクノロジー」などをテーマにしたイベントを開催します。
10月27日・28日の2日間、食欲の秋とスポーツの秋を新豊洲で満喫しましょう！

①市場仲卸コラボフードトラック「豊洲市場 × TLUNCH」
豊洲市場の仲卸と、都内約100か所でフードトラックでのランチ
提供を行なっている今話題の「TLUNCH」が、新豊洲さくら広場
でコラボレーション。豊洲市場から提供された新鮮な魚介類を
使った美味しい料理をご提供します。

④ドジョウ釣り他
昔懐かしい縁日の定番、ドジョウ釣りなどが出店します！

陸上と海上の両方での湾岸ツアーが楽しめる
水陸両用バス「スカイダック」のSPORT × ART 
FESTIVAL特別体験ツアーが実施されます。

7 豊洲PIT
豊洲PITメディアアートショー「未来東京」

10月27日（土） 開場：16:00～／開演：16:00～

事前予約

10月28日（日） 開場13:00～／開演：13:30~17:20

現代最高峰のテクノアーティスト、リッチー・ホウティン。
ドイツの天才サウンドアーティストのアルヴァ・ノト。ありそうで
今までなかった2人が、それぞれの最新オーディオ・ヴィジュアル
を一夜で披露するツーマンライブが豊洲PITで実現！

がんに関わる全ての人の相談支援を行う英国生まれのNPO、
マギーズ東京はこの10月で創立2周年を迎えます。花畑活動や、
豪華ゲストによる「HUG TALK｣、オリジナルグッズの販売も行います｡

6 My Village
My Village英語でプレイパーク当日参加OK

芝浦工大豊洲PITコンサート（無料）当日参加OK

10月27日（土） 10:00～15:00
My Villageは、幼児から大人までが様々な英語プログラムを楽しむ新感覚の
国際村です。今回のイベントでは、敷地内ガーデンに、英語で遊べるプレイ
パークをオープン。

「新豊洲の森」とその周辺でみつ
かる生き物たちを探してビンゴを
完成させよう！

東京ガス豊洲スマート
エネルギーセンター

10月28日（日） 

My Village 英語でロボットプログラミング事前予約

SONY GLOBAL EDUCATION×家庭教師の
トライ×My Gymで共同企画されたロボット
プログラミングを外国人インストラクターが英語
で楽しく教えます！

8 WILD MAGIC オータムフェス
WILD MAGIC Autumn Fes.当日参加OK

※BBQサイトの予約がなくても参加できるイベントです。

10月28日（日） 10:00～17:00
アコースティックな音楽を楽しみながら、特設フード
ブースから提供されるWILD MAGIC特製のBBQ
ミートを味わえます。またお子様向けにはハロウィーン
にちなんだTrick or Treat体験、ハロウィーンメイク
体験などを実施します。

●参加券制　●参加無料　●各回先着10名　●小学生以下のお子様対象
①11:00～ 仮装キャンドル作り　②13:00～ クラフトテープで壁飾り作り　
③15:00～ ペーパー折り紙でリース作り

9 豊洲まちなみ公園
思いをかたちに家族の住宅創造祭当日参加OK

豊洲まちなみ公園では「思いをかたちに家族の住宅創造祭」が開かれます。

10月27日（土）「選べるハロウィン手作り工作」

●参加券制　●参加無料　●親子・夫婦限定１回限り
運動能力測定：①11:00～　②13:00～　③15:00～　各回先着15名
スポーツ教室：①12:00～　②14:00～　③16:00～　各回先着15名

10月28日（日）「忍者ナイン！子どもの身体能力を伸ばすスポーツ教室」

※お子様のみの参加はできません。必ず保護者同伴にて受付をお願いいたします。
※参加券制：公園内のモデルハウスを見学時、アンケートにお答えいただくと参加券を差し上げます。
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MIFA Football Park
MIFA Football Park フットサル大会
supported by SPORT×ART

10月27日（土）・28日（日） 9:00～

事前予約

大会では「チャレンジキッズ大会」として子供向け
に3カテゴリー、さらに大人向けには「カテゴリー
ミックス2（試合に女性が２名以上出場）大会」を
実施します。

主 催
東京ガス株式会社、
東京ガス用地開発株式会社

協 力
三井不動産株式会社、東京魚市場卸協同組合、
千葉県勝浦市

後 援
東京都（予定）、江東区（予定）、
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（予定）

※イベント内容は変更になる可能性がございます。

③豊洲市場さくら広場マルシェ
豊洲市場の仲卸による野菜や果物、魚介加工品などの屋台が
さくら広場に並びます。

イベント当日は豊洲駅からの無料シャトルバスも運行
しておりますので、ぜひご活用ください。

運行予定は特設ウェブサイトにてお知らせ！ 

STAGE FOOD SPORT TECHNOLOGY

協力：三井不動産株式会社

新豊洲でスポーツや食がテーマの
イベント開催！

当日参加OK

3 新豊洲オータムフェス特設イベント会場 10月27日(土) 第９回豊洲マラソン 開催！

フレンチ界の生江史伸シェフと手島竜司シェフのメニューや
為末大氏や猪子寿之氏などのトークイベントも実施。さらに
クライミング体験や車いすバスケットボールのイベントも！

10月27日（土）・28日（日） 10:00～17:00

※参加無料（混雑時はお待ちいただくことがあります）

※海上には入りません。

詳細はこのチラシの裏面をご覧ください。

②千葉県勝浦産イセエビ・サザエ
　炭火焼屋台
千葉県勝浦市から直送された獲れたて
のイセエビとサザエを炭火焼きでご提
供！27日、28日ともに、イセエビ100尾、
サザエ200個限定。毎日売り切れ終了
ですので、早めにご来場ください！

事前予約のお申し込みはこちら
https://krs.bz/tglv/m/sport-art-2018-bus
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①10:00～　②13:00～　③15:00～

詳細はイベント 
特設サイトをチェック！

http://sportxart.jp/festival2018/ 

東京メトロ有楽町線 豊洲駅 7番出口より徒歩15分
ゆりかもめ 市場前駅より徒歩5分、新豊洲駅より徒歩7分

ACCESS

※新豊洲Brilliaランニングスタジアム前新豊洲オータムフェス特設イベント会場へは、
　市場前駅からのアクセスが坂道、交差点もなくおススメです。

ACCESS

10月28日（日） 9:00～

事前予約

新豊洲さくら広場～豊洲まちなみ公園の間をスカイダック無料シャトル
バスが行き来します！

詳細は特設ウェブサイトで！
https://www.media-art.tokyo/ 

軽音楽やアカペラコンサートを開催！入退場無料ですので、お気軽にお楽しみください。

ランニングスタジアム恒例の50m走測定
会が、親子やチームで合計タイムを競う
「Over 50」と、仮装で走る「ハロウィンラン」の
２つのスペシャルバージョンに。2020年を目指す若いアスリート
たちも参加。

参加費の一部がチャリティとして、公益財団法人日本障がい者スポーツ
協会に寄付され、障がい者スポーツの普及・振興に繋がります。

※

詳細・お申し込みについてはこちら
https://www.tokyo-gas-2020.jp/campaign/autumnfes/

がすてなーに
ガスの科学館
花火プログラミング体験

10月28日（日）

事前予約

1312 チームラボ
プラネッツTOKYO

イベント開催に合わせ
て、併設レストランで
スペシャルメニュー
「ステーキサンド」と
「ロブスターサンド」を
ご提供します。

10月27日（土）・28日（日）当日参加OK

約30秒間の打ち上げ花火
をプログラミングする体験
を実施！

※数に限りがございます。

有料

有料

有料
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