
※札幌駅JRタワーコンコースでの展示イメージ

一緒に

札幌国際芸術祭（Sapporo International Art Festival、

略称：SIAF）は3年に1度、札幌市内各所で開催される国際

的な芸術祭です。

SIAF2017はゲストディレクターに大友良英を迎え、「芸術

祭ってなんだ？」をテーマに2017年8月6日から10月1日ま

での57日間にわたり開催されます。

踊ろう！敷こう！

札幌国際芸術祭とは?

大風呂敷プロジェクトに関する
最新の情報はこちらから！

SIAF2017に関する
最新の情報はこちらから！

大風呂敷プロジェクトとは、札幌国際芸術祭(SIAF)2017で
「市民と一緒につくる芸術祭」の象徴となるプロジェクトです。

各地域と連携し、集めた布で大風呂敷やフラッグを制作し

市内のさまざまな場所に展開してSIAF2017を彩ります。

札幌を代表するようなスポットや、大風呂敷で鮮やかに景色が

変わるところなど、大風呂敷を広げる場所は随時発表していきます。

　　　　　また、SIAF2017を盛り上げる目印としても

　　　　　大風呂敷があちこちに出現する予定です。

◎会場協力

Sapporo
International
A r t
Festival

略称 ： SIAF
サイアフ

私たちがつくる大風呂敷が札幌のまちを彩
ります

第1弾会場発表

第1弾会場発表

サイアフ

色とりどりの大風呂敷、そのルーツは福島にあります。2011年東日本

大震災を機に生まれた『プロジェクトFUKUSHIMA!』が主催した

2011年8月の野外フェスティバル会場で、「芝生に付着した放射性物

質を拡散させない」という意思のもと、全国から布が寄せられ、多くの

人の手で縫い合わされた大風呂敷が初めて広げられました。2013年

からは愛知、多治見、池袋など各地へ広がり、新たに大風呂敷をつくっ

て祭を彩っています。札幌では2014年のSIAF2014から大風呂敷が

つくられるようになりました。他人といっしょに表現をつくり上げていく

象徴として、あるいは派手でカラフルな

装飾として。多様な捉え方が可能であ

り、それぞれの関わり方で参加できる

オープンなプロセスが特徴です。

◎プロジェクトFUKUSHIMA!

http://www.pj-fukushima.jp/

大風呂敷プロジェクトの由来

2017年3月（予定）大風呂敷サミット
in札幌

開催決定！ 

ワオ！

◎協力 

縫おう！

拡大予定中！？

Facebook
https://www.facebook.com/SIAFofuroshiki/

Twitter
https://twitter.com/SIAFofuroshiki

Facebook
https://www.facebook.com/siaf2014info

Twitter
https://twitter.com/siaf_info

(仮)SIAF大風呂敷工場

お問い合わせ

札幌国際芸術祭実行委員会事務局
TEL011-211-2314
Email ofuroshiki@siaf.jp

札幌の玄関口であるJR札幌駅では、

JRタワー1階東西コンコース及び地下

1階イーストアベニュー、ウエストアベ

ニューの天井から大風呂敷フラッグを

吊るし、札幌へのお客様を華やかに

お出迎えします。

大風呂
敷

フラッ
グ！大風
呂敷

フラッ
グ！

◎さっぽろ八月祭2016（撮影：小牧寿里）◎あいちトリエンナーレ2013
　フェスティバルFUKUSHIMA in AICHI! 

◎フェスティバルFUKUSHIMA! 2011
　（撮影：鉾井喬）

主催：札幌国際芸術祭実行委員会／札幌市

助成：　　　　　　平成28年度 文化庁

　　　文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

http://siaf.jp公式ＷＥＢ http://daily.siaf.jpBlog

!!

※札幌※札幌駅JR駅JRタワータワーコンココンコースでースでの展示の展示イメーイメージジ

一一一一緒緒緒緒にににに

大大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトトとはとはとはとは、札、札、札、札幌国幌国幌国幌国際芸際芸際芸際芸術祭術祭術祭術祭(S(S(S(SIAIAIAIAF)F)F)F)2020202017171717ででで
「市「市「市「市民と民と民と民と一緒一緒一緒一緒につにつにつにつくるくるくるくる芸術芸術芸術芸術祭」祭」祭」祭」の象の象の象の象徴と徴と徴と徴となるなるなるなるプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトですですですです。。

各地各地各地各地域と域と域と域と連携連携連携連携し、し、し、し、集め集め集め集めた布た布た布た布で大で大で大で大風呂風呂風呂風呂敷や敷や敷や敷やフラフラフラフラッグッグッグッグを制を制を制を制作し作し作し作し

市内市内市内市内のさのさのさのさまざまざまざまざまなまなまなまな場所場所場所場所に展に展に展に展開し開し開し開してSてSてSてSIAIAIAIAF2F2F2F20101017を7を7を7を彩り彩り彩り彩りますますますます。。。

札幌札幌札幌札幌を代を代を代を代表す表す表す表するよるよるよるようなうなうなうなスポスポスポスポットットットットや、や、や、や、大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷呂敷で鮮で鮮で鮮で鮮やかやかやかやかに景に景に景に景色が色が色が色が

変わ変わ変わ変わるとるとるとるところころころころなどなどなどなど、大、大、大、大風呂風呂風呂風呂敷を敷を敷を敷を広げ広げ広げ広げる場る場る場る場所は所は所は所は随時随時随時発表発表発表発表してしてしてしていきいきいきいきますますますます。。。

　　　　　　　　またまたまたまた、、、SISISISIAFAFAFAF2020202017171717を盛を盛を盛を盛り上り上り上り上げるげるげるげる目印目印目印目印としとしとしとしてもてもてもても

　　　　　大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷があがあがあがあちこちこちこちこちにちにちにちに出現出現出現出現するするするする予定予定予定予定ですですですです。。

◎会場◎会場◎会場協力協力協力

たたたちちちがががつつつくくくるるる がががががが のののののののののまままちちちををを
りりりままますすす

◎協力◎協力 拡拡拡拡大大大予予予予定定定定中中中！！！？？？

札幌札幌札幌札幌札幌札幌の玄の玄の玄の玄の玄関口関口関口関口関口関口であであであであであるJるJR札R札R札R札幌駅幌駅幌駅幌駅ではではではでは、、

JRJRJRJRタワタワタワタワタワー1ー1ー1階東階東階東階東階東西コ西コ西コ西コ西コ西コ西コンコンコンコンコンコースースース及び及び及び及び及び地下地下地下地下地下地下

1階1階1階1階1階イーイーイーイーイーストストストストアベアベアベアベアベニュニュニュニュー、ー、ー、ウエウエウエウエウエストストストストストストストアベアベアベアベアベ

ニュニュニュニューのーのーのーのーの天井天井天井天井天井からからからからからから大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラフラフラフラッグッグッグッグッグをををを

吊る吊る吊る吊る吊るし、し、し、し、札幌札幌札幌札幌札幌へのへのへのへのお客お客お客お客様を様を様を様を様を様を華や華や華や華や華やかかにににに

お出お出お出お出迎え迎え迎え迎え迎えしましましましまします。す。す。す。

大大大大大大風風風風風風呂呂呂呂呂呂
敷敷敷敷敷敷

フフフフフララララララッッッッッッ
ググググググ！！！！！大大大大風風風
呂呂呂大大大大大大風風風風風風呂呂呂呂呂呂
敷敷敷

大大大大風風風風呂呂呂呂
敷敷敷敷敷呂呂呂呂敷敷敷敷敷敷呂呂呂敷敷敷敷

フフフフララララッッッッ
ググググ！！！

フフフフフフララララララッッッッッッ
ググググググ！！！！！

フフフフララララッッッッ
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札幌札幌札幌札幌国際国際国際国際国際芸術芸術芸術芸術芸術芸術祭（祭（祭（祭（祭（SaSaSaSaSappppppororo o o InInInInteteteteternrnrnrnatatatioioioionananananal l ArArArArArt t FeFeststststststivivivivivivalalalalalalal、、

略称略称略称略称略称：S：S：SIAIAIAIAIAF）F）F）F）F）F）F）は3は3は3は3は3年に年に年に1度1度1度1度1度1度、札、札、札、札、札幌市幌市幌市幌市内各内各内各内各所で所で所で所で開催開催開催開催開催開催されされされる国る国る国る国る国際際

的な的な的な的な芸術芸術芸術芸術芸術祭で祭で祭で祭で祭で祭です。す。す。す。す。す。

SISISISISIAFAFAFAF20202020171717171717はゲはゲはゲはゲはゲストストストストディディディディディレクレクレクターターターターターに大に大に大に大に大に大友良友良友良友良友良友良英を英を英を英を英を迎え迎え迎え迎え迎え、「、「、「、「、「芸術芸術芸術芸術芸術

祭っ祭っ祭っ祭ってなてなてなんだんだんだんだんだ？」？」？」をテをテをテをテをテーマーマーマーマーマに2に2に2に20101017年7年7年7年7年7年8月8月8月8月8月8月8月6日6日6日6日6日6日からからからからからから10101010101010月1月1日ま日ま日ま

でのでのでのでのでのでの57575757日間日間日間日間日間日間にわにわにわにわにわたりたりたりたりたり開催開催開催開催されされされされますますますますます。。

札札札札札札幌幌幌幌幌幌国国国国国国際際際際際際芸芸芸芸芸芸芸術術術術術祭祭祭祭祭祭祭ととととととはははははは??????

大風大風大風呂敷呂敷プロプロプロジェジェジェクトクトクトに関に関に関するするする
最新最新最新の情の情の情報は報は報はこちこちこちらからからから！ら！

SSIIAAAFFF222000111777に関に関に関するするする
最新最新最新の情の情の情報は報は報はこちこちこちらからからから！ら！ら！

SSSaaappppppoorrooo
IIInnttteeerrnnaatttiiooonnnaall
AAArr tt
FFeeessstttiivvvaalll

略称略称略称 ： ：SISISIAAFFF
サササイイイアアフフ

ササイイイアアアアフフフ

色と色と色と色とりどりどりどりどりどりどりのりのりのりのりの大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷、そ、そ、そのルのルのルのルのルーツーツーツーツーツーツは福は福は福は福は福島に島に島に島にありありありありありますますますますます。2。2。2。2。201010101011年1年1年1年1年東日東日東日東日東日東日本本本本

大震大震大震大震大震災を災を災を災を災を機に機に機に機に生ま生ま生ま生まれたれたれたれたれたれた『プ『プ『プロジロジロジロジロジロジェクェクェクェクェクェクトFトFトFトFUKUKUKUKUKUSUSUSUSUSHIHIHIHIHIHIMAMAMAMAMAMA!』!』!』が主が主が主が主が主催し催し催し催し催したたた

2020202020111111111111年8年8年8年8年8年8月の月の月の野外野外野外野外野外野外フェフェフェフェフェステステスティバィバィバィバィバィバル会ル会ル会ル会場で場で場で場で場で、「、「、「、「芝生芝生芝生芝生に付に付に付着し着し着し着し着した放た放た放た放射性射性射性射性射性物物物物物物

質を質を質を質を質を拡散拡散拡散拡散させさせないないないない」と」と」と」といういういう意思意思意思意思のものものものものもと、と、と、と、と、と、全国全国全国全国全国全国からからからからから布が布が布が布が布が布が寄せ寄せ寄せ寄せ寄せられられられられられ、多、多、多、多、多くのくのくのくのくの

人の人の人の人の手で手で手で手で縫い縫い縫い合わ合わ合わ合わ合わ合わされされされされされされた大た大た大た大た大風呂風呂風呂風呂風呂風呂風呂敷が敷が敷が敷が初め初め初め初め初めて広て広て広て広て広て広げらげらげらげられまれまれましたしたしたしたしたした。2。2。2。2。2。20101010101013年3年3年3年3年

からからからからからからは愛は愛は愛は愛知、知、知、知、知、多治多治多治多治見、見、見、池袋池袋池袋池袋池袋などなどなどなどなど各地各地各地各地各地へ広へ広へ広へ広がりがりがりがり、新、新、新、新たにたにたにたに大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷呂敷をつをつをつをつをつをつくっくっくっ

て祭て祭て祭て祭を彩を彩を彩を彩を彩を彩ってってってっていまいまいまいます。す。す。す。札幌札幌ではではではではではでは202020202014141414年の年の年の年の年のSISISISISIAFAFAFAFAF202020141414からからからから大風大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷呂敷ががががが

つくつくつくられられられられるよるよるようにうにうにうにうになりなりなりなりなりましましましましました。た。た。た。た。他人他人他人他人といといといといっしっしっしっしっしっしょにょにょにょに表現表現表現表現表現表現をつをつをつをつをつくりくりくりくり上げ上げ上げ上げていていていていていていくくくくくく

象徴象徴としとしとしとして、て、て、あるあるあるあるあるあるあるいはいはいはいはいは派手派手派手派手派手派手でカでカでカでカラフラフラフラフラフルなルなルなルなルな

装飾装飾装飾装飾装飾としとしとしとして。て。て。て。多様多様多様多様な捉な捉な捉な捉な捉な捉え方え方え方え方え方え方が可が可が可が可が可能で能で能で能で能でああ

り、り、り、り、それそれそれそれぞれぞれぞれぞれぞれぞれの関の関の関の関わりわりわりわりわり方で方で方で方で方で参加参加参加参加参加参加できできできできできるるるる

オーオーオーオーオープンプンプンプンプンプンなプなプなプなプなプなプロロセスセスセスが特が特が特が特が特が特が特徴で徴で徴で徴で徴です。す。す。す。

◎プ◎プ◎プ◎プ◎プ◎プ◎プロジロジロジロジロジロジェクェクェクェクェクトFトFトFUKUKUKUKUKUSUSUSHIHIHIMAMAMAMA!!!

hthththttptptp:/:/://w/w/w/w/w/wwwwwwwwwwwww.p.p.p.pj-j-j-j-fufukukukukukukushshshimimimima.a.jpjpjpjpjpjp/////

大大大大大大風風風風風風呂呂呂呂呂敷敷敷敷プププププロロロロロジジジジジェェェェェェェククククククトトトトトののののの由由由由由由来来来来来来

222000111777年年年333月（月（月（予定予定予定）））大大大風風風呂呂呂敷敷敷サササミミミッッットトト
iiinnn札札札幌幌幌

開開開催催催決決決定定定！！！  

オオオオオオ

FaFacecebobookok
hthttptps:s:////wwwww.w.fafacecebobookok.c.comom/S/SIAIAFoFofufuroroshshikiki/i/

TwTwititteterr
hthttptps:s:////twtwititteter.r.cocom/m/SISIAFAFofofururososhihikiki

FaFacecebobookok
hthttptps:s:////wwwww.w.fafacecebobookok.c.comom/s/siaiaf2f201014i4infnfoo

TwTwititteterr
hthttptps:s:////twtwititteter.r.cocom/m/sisiafaf_i_infnfoo

(((仮仮仮)))SSSIIIAAAFFF大大大風風風呂呂呂敷敷敷工工工場場場

お問いお問いお問い合わせ合わせ合わせ

札幌札幌札幌国際国際国際芸術芸術芸術祭実祭実祭実行委行委行委員会員会員会事務事務事務局局局
TETETEL0L0L0111111-2-2-2111111-2-2-2313131444
EmEmEmaiaiail l l ofofofurururosososhihihikikiki@s@s@siaiaiaf.f.f.jpjpjp

◎さっぽ◎さっぽ◎さっぽろ八月祭ろ八月祭ろ八月祭ろ八月祭20162016201620162016（撮影：（撮影：（撮影：（撮影：（撮影：小牧寿里小牧寿里小牧寿里小牧寿里小牧寿里））））◎◎あいちトあいちトあいちトあいちトあいちトリエンナリエンナリエンナリエンナリエンナリエンナーレ20ーレ20ーレ20ーレ20ーレ2013131313
　フェス　フェス　フェスティバルティバルティバルティバルティバルFUKUFUKUFUKUFUKUFUKUSHIMSHIMSHIMSHIMA inA in AIC AICHI! HI! HI! HI! HI! HI! 

◎◎フェステフェステフェステフェスティバルFィバルFUKUSUKUSUKUSHIMAHIMAHIMA! 20! 20! 201111
　（撮影　（撮影　（撮影　（撮影：：鉾井喬鉾井喬鉾井喬鉾井喬鉾井喬鉾井喬）））

主催主催：札：札幌国幌国際芸際芸術祭術祭実行実行委員委員会／会／札幌札幌市市

　平　平成2成28年8年度 度 文化文化庁庁　　　平　平助成助成：　：　：　：　　　　　　　　　　　

　文　文化芸化芸術に術によるよる地域地域活性活性化・化・国際国際発信発信推進推進事業事業　　　　

hththttptptp:/:/://s/s/siaiaiaf.f.f.jpjpjp公式Ｗ公式Ｗ公式ＷＥＢＥＢＥＢ hththttptptp:/:/://d/d/daiaiailylyly.s.s.siaiaiaf.f.f.jpjpjpBloBloBloggg



あつめて参加！
あつめて参加！

札幌の玄関口である札幌駅JRタワーコンコースを

華やかに飾る大風呂敷フラッグの制作にご参加ください。

下記の「大風呂敷フラッグつくり方」を参考に

ご自宅で制作してください！ 

ご自宅で縫っていただくのも大歓迎です。 

名づけて『じたく工場』!

ご家庭に眠っている布、ミシン糸、ミシンはありませんか? 
少ない量でも、ぜひご提供ください！

ご家庭に眠っている布、ミシン糸、ミシンはありませんか? 
少ない量でも、ぜひご提供ください！

お一人でも、お友達同士でも、1時間だけでも、

1回だけでもOKです。ミシン初心者も大歓迎!

お気軽にお越しください。

●ミシンで布を縫いあわせる

●着物などをほどいてアイロンがけ

●布や出来上がった大風呂敷の整理

　　　　　　　　　　　　　　など 

主な作業

ぬ

ぬ

その1

一緒に大風呂敷を縫いましょう!!!

布
は
上
ぶ
た
を

　あ
け
て
中
へ
〜

回
収
ボ
ッ
ク
ス

ミシン糸は
丸い穴に～

新大通ビル（大通西４丁目）４階に「おおどおり大風呂敷工場」を開設。
稼働日および稼働時間はSIAF2017公式ウェブサイトや大風呂敷
プロジェクトのFacebook、Twitterにて随時お知らせしていきます。

まちの景色が

　　変わる瞬間に立ち会おう！！

ぬ

縫って参加！
縫って参加！ぬ

地下鉄大通駅❸番出
口直結！！

学校・サークル等の団体で
大風呂敷工場を運営する

『きょうりょく工場』も大募集!

(運営・管理にかかる経費等については各団体でご負担願います。）

詳しくは裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。

希望に合わせて、布の集め方や

大風呂敷のつくり方などご説明します。

●回収ボックスへ⇒ 

　右ページの通り、札幌市内各所に設置される

　回収ボックスに入れてください。

●郵送・持込⇒ 〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所

　　　　　　　札幌市市民文化局国際芸術祭担当部内【大風呂敷フラッグ受付係】

　　　　　　　※郵送の場合、送料はご負担願います。

●布・ミシン糸⇒下記の札幌市内イオン７店舗、札幌市役所、
　札幌市内区民センター、札幌市資料館SIAFラウンジなどに

　設置する回収ボックスに入れてください。

●ミシン⇒裏面お問い合わせ先までご連絡ください。

●仕上がり寸法は、縦45センチ×横50センチです。 
●布は3種類程度お使いください。
　お手元の布の大きさにより
　3種類以上になってもかまいません。
●ミシン糸の色は何色でもOKです。

●布の配置（デザイン）は自由です。
●パーツの布と布を縫いあわせるときの
　縫いしろは1センチ程度。端は処理をせず、
　2つ折りにして5ミリ程度のところに
　ミシンをかけて仕上がりとなります。

およせいただいたフラッグは

札幌駅JRタワーコンコースに飾る予定です。
★じたく工場★大風呂敷フラッグつくり方

※つくり方から大幅にはずれているものは展示されない場合もあります。 ※およせいただいたフラッグは返却しません。
※フラッグの完成後は、剥がせるシールやガムテープなどに作成者のお名前や団体名を書いてフラッグに貼って下さい。（匿名もOKです。）

※定数に達し次第、締め切らせていただく場合があります。

出来上がった大風呂敷フラッグの受付先はこちら

●布の回収についての注意事項

　※50センチ×50センチ以上の大きさでお願

　いします。※着物も受け付けます。※レースな

　どの薄い布、毛布などの厚い布、下着や使用

　済みのシーツはご遠慮ください。
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あなたの布が
札幌のまちを彩ります!

回収ボックス設置場所が増える場合、SIAF公式ウェブサイト等で

　　　　　　　　　　　随時お知らせいたします

●イオン札幌発寒店
　札幌市西区発寒8条12丁目1

●イオン札幌苗穂店
　札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1

●イオン札幌平岡店
　札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

●イオン札幌元町店
　札幌市東区北31条東15丁目1-1

●イオン札幌桑園店
　札幌市中央区北8条西14丁目28

●イオン札幌西岡店
　札幌市豊平区西岡3条3丁目4-1

●イオンスーパーセンター手稲山口店
　札幌市手稲区明日風6丁目1-1

各店サービスカウンターまで！
（西岡店は1階食品レジ前）

区役所・区民センター

●中央区民センター
　札幌市中央区南2条西10丁目

●北区民センター
　札幌市北区北25条西6丁目

●東区民センター
　札幌市東区北11条東7丁目

●白石区複合庁舎
　札幌市白石区南郷通1丁目南8

●厚別区民センター
　札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

●豊平区民センター
　札幌市豊平区平岸6条10丁目

●清田区民センター
　札幌市清田区清田1条2丁目

●南区民センター
　札幌市南区真駒内幸町2丁目

●西区民センター（2月設置予定）

　札幌市西区琴似2条7丁目

●手稲区民センター
　札幌市手稲区前田1条11丁目

市役所

●札幌市役所1階
　札幌市中央区
　北1条西2丁目

●札幌市資料館

　SIAFラウンジ
　札幌市中央区
　大通西13丁目
　札幌市資料館1階

SIAF2017の期間中、巨大な大風呂敷を札幌市内各所に

広げます。大風呂敷の敷き込み・撤収作業にご参加くださ

い！参加方法等の詳細は、後日、SIAF2017公式ウェブサ

イトや大風呂敷プロジェクトのFacebook、Twitter等で

発表します。

札幌駅前通の札幌市北3条広場（アカプラ）で毎年8月に

開催される「さっぽろ八月祭」。大風呂敷が全面に広げら

れた会場で2日間、盆踊りをワイワイ踊ろう！！

主催：札幌駅前通地区活性化委員会

共催：札幌国際芸術祭実行委員会

敷いて参加！
敷いて参加！し

2017年8月4日（金）～5日（土）開催

踊って参加！踊って参加！

その3

募集期間：2016年11月23日（水・祝）～2017年7月上旬（予定）

回収期間：2016年11月23日（水・祝）～2017年7月上旬（予定）

撮影：小牧寿里

撮影：ハレバレシャシン

●参加条件：特になし（小学生以下保護者同伴）

●持 ち 物：ハサミ（持参できる場合）

（仮）SIAF大風呂敷工場を大通に開設 !

おおどおり大風呂敷工場

その2

◎協力 ：

◎協力 ：
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ごごごごご家家家家家庭庭庭庭庭ににににに眠眠眠眠眠っっっっっててててていいいいいるるるるる布布布布布、、、、、ミミミミミシシシシシンンンンン糸糸糸糸糸、、、、ミミミミミシシシシシンンンンンはははははああああありりりりりままままませせせせせんんんんんかかかかか?????  ごごごご家家家家家庭庭庭庭にににに眠眠眠眠っっっっててててていいいるるるる布布布布、、、ミミミミシシシシンンンン糸糸糸糸糸、、ミミミシシシシンンンンンはははははあああありりりりまままませせせせんんんんんかかかかか???? 
少な少な少な少な少ない量い量い量い量い量でもでもでもでもでも、ぜ、ぜ、ぜ、ぜ、ぜひごひごひごひごひご提供提供提供提供提供くだくだくだくだくださささささ少な少な少な少ない量い量い量い量でもでもでもでも、ぜ、ぜ、ぜ、ぜひごひごひごひご提供提供提供提供くだくだくだくだささささいいいいいいいいい！！！！！！！
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ミシミシミシミシン糸ン糸ン糸ン糸はははは
丸丸丸丸いいいい穴に穴に穴に穴に～～～

まままままちちちちちののののの ががが

　　　　　 わわわわるるる ににに立立立ちちち会会会おおおうううう

●●●●布布布・・・ミミミシシシンンン糸糸糸⇒⇒⇒下記下記下記下記のののの札札札札札札幌幌幌幌幌市市市市市市市市内内内内内内内内内イイイイイイイイイイオオオオオオオンンンンンン７７７７７７７７店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗舗、、、、札札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌市市市市市市市役役役役役役役役所所所所所所所、、、、、
札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌幌幌市市市市市市市市内内内内内内区区区区区区民民民民民民民セセセセセセンンンンンタタタタタタタターーーーー、、、、札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌幌市市市市市市市資資資資資料料料料料館館館館館SSSSSSSIIIIIAAAAAFFFFFFララララララウウウウウウウウウンンンンンンンンンジジジジジジジなどなどなどなどにににに

設置設置設置設置すすすするるるる回回回回収収収収ボボボボッッッッククククスススス回回回回収収収収ボボボボッッッッククククススススに入に入に入に入れてれてれてれてくだくだくだくださいさいさいさい。に入に入に入に入れてれてれてれてくだくだくだくださいさいさいさい。。。

●●●ミミミシシシンンン⇒⇒⇒裏面裏面裏面裏面お問お問お問お問い合い合い合い合わせわせわせわせ先ま先ま先ま先までごでごでごでご連絡連絡連絡連絡くだくだくだくださいさいさいさい。。。。

●●●●●布の布の布の布の回収回収回収回収につにつにつについていていていての注の注の注の注意事意事意事意事項項項項

　※　※　※　※50505050センセンセンセンチ×チ×チ×チ×50505050センセンセンセンチ以チ以チ以チ以上の上の上の上の大き大き大き大きさでさでさでさでお願お願お願お願

　い　い　い　いしましましまします。す。す。す。す。※着※着※着※着物も物も物も物も受け受け受け受け付け付け付け付けますますますます。※。※。※。※レーレーレーレースなスなスなスな

　ど　ど　ど　どの薄の薄の薄の薄い布い布い布い布、毛、毛、毛、毛布な布な布な布などのどのどのどの厚い厚い厚い厚い布、布、布、布、下着下着下着下着や使や使や使や使用用用用

　済　済　済　済みのみのみのみのシーシーシーシーツはツはツはツはご遠ご遠ご遠ご遠慮く慮く慮く慮くださださださださい。い。い。い。
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あああなななたたたののの ががが

のののままままちちちををを りりりままますすす

回回回回回回収収収収ボボボボッッックククスススス設設設設設設置置置置置場場場所所所所ががが増増増増ええええるるる場場場合合合合合、、、、SSSIIIAAAFFFF公公公式式式式ウウウウウェェェェブブブササササイイイトトト等等等等でででで

随随随随随随随時時時時おおおおおお知知知ららららせせせせいいいいたたたたしししまままますすすすす

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌発幌発幌発幌発寒店寒店寒店寒店
札幌市札幌市札幌市札幌市西区発西区発西区発西区発寒8条寒8条寒8条寒8条12丁12丁12丁12丁12丁12丁12丁12丁目1目1目1目1

●●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌苗幌苗幌苗幌苗穂店穂店穂店穂店
札幌市札幌市札幌市札幌市東区東東区東東区東東区東苗穂2苗穂2苗穂2苗穂2条3丁条3丁条3丁条3丁苗穂2苗穂2苗穂2条3丁条3丁条3丁条3丁条3丁目1-目1-目1-目1-1111

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌平幌平幌平幌平岡店岡店岡店岡店岡店岡店岡店岡店
札幌市札幌市札幌市札幌市清田区清田区清田区清田区平岡3平岡3平岡3平岡3条5丁条5丁条5丁条5丁目3-目3-目3-目3-111平岡3平岡3平岡3平岡3条5丁条5丁条5丁条5丁目3-目3-目3-目3-111

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌元幌元幌元幌元町店町店町店町店
札幌市札幌市札幌市札幌市東区北東区北東区北東区北31条31条31条31条東15東15東15東15丁目1丁目1丁目1丁目1-1-1-1-1

●●●●●イオイオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌桑幌桑幌桑幌桑園店園店園店園店
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区北8条北8条北8条北8条西14西14西14西14丁目2丁目2丁目2丁目2888

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌西幌西幌西幌西岡店岡店岡店岡店
札幌市札幌市札幌市札幌市豊平区豊平区豊平区豊平区西岡3西岡3西岡3西岡3条3丁条3丁条3丁条3丁目4-目4-目4-目4-1111

●●●●●イオイオイオイオンスンスンスンスーパーパーパーパーセーセーセーセンタンタンタンター手ー手ー手ー手稲山稲山稲山稲山口店口店口店口店
札幌市札幌市札幌市札幌市手稲区手稲区手稲区手稲区明日風明日風明日風6丁目6丁目6丁目1-11-11-11-1札幌市札幌市札幌市札幌市手稲区手稲区手稲区手稲区明日風明日風明日風明日風6丁目6丁目6丁目6丁目1-11-11-11-1

各店各店各店各店各店各店各店各店各店サーサーサーサーサーサービスビスビスビスビスビスビスカウカウカウカウカウカウカウカウンタンタンタンタンタンタンタンタンターまーまーまーまーまーまでででででで！！！！！！！
（西（西（西（西（西岡店岡店岡店岡店岡店岡店は1は1は1は1は1階食階食階食階食階食階食階食階食品レ品レ品レ品レ品レ品レ品レ品レジ前ジ前ジ前ジ前））））

区役区役区役区役区役所・所・所・所・区民区民区民センセンセンセンターターターターター

●●●●●●中央中央中央中央中央区民区民区民区民センセンセンセンターターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区南2条南2条南2条南2条西10西10西10西10丁目丁目丁目丁目

●●●●北区北区北区北区民セ民セ民セ民センタンタンタンターーーー
札幌市札幌市札幌市札幌市北区北北区北北区北北区北25条25条25条25条西6丁西6丁西6丁西6丁目目目目目

●●●●●東区東区東区東区民セ民セ民セ民センタンタンタンターーー
札幌市札幌市札幌市札幌市東区北東区北東区北東区北東区北11条11条11条11条東7丁東7丁東7丁東7丁目目目

●●●●●白石白石白石白石区複区複区複区複合庁合庁合庁合庁舎舎舎舎
札幌市札幌市札幌市札幌市白石区白石区白石区白石区南郷通南郷通南郷通南郷通1丁目1丁目1丁目1丁目1丁目南8南8南8南8

●●●●厚別厚別厚別厚別区民区民区民区民センセンセンセンターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市厚別区厚別区厚別区厚別区厚別中厚別中厚別中厚別中央1条央1条央1条央1条5丁目5丁目5丁目5丁目

●●●●豊平豊平豊平豊平区民区民区民区民センセンセンセンターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市豊平区豊平区豊平区豊平区平岸6平岸6平岸6平岸6条10条10条10条10丁目丁目丁目丁目

●●●●●清田清田清田清田区民区民区民区民センセンセンセンターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市清田区清田区清田区清田区清田1清田1清田1清田1条2丁条2丁条2丁条2丁目目目目

●●●●●●南区南区南区南区民セ民セ民セ民センタンタンタンターーー
札幌市札幌市札幌市札幌市南区真南区真南区真南区真駒内幸駒内幸駒内幸駒内幸町2丁町2丁町2丁町2丁目目目

●●●●西区西区西区西区民セ民セ民セ民セ民センタンタンタンターーー（2月（2月（2月（2月設置予設置予設置予設置予定）定）定）定）定）

札幌市札幌市札幌市札幌市札幌市西区琴西区琴西区琴西区琴似2条似2条似2条似2条7丁目7丁目7丁目7丁目

●●●●手稲手稲手稲手稲区民区民区民区民センセンセンセンターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市札幌市手稲区手稲区手稲区手稲区手稲区前田1前田1前田1前田1前田1条11条11条11条11丁目丁目丁目丁目

市役市役市役所所所

●●●●札幌札幌札幌札幌市役市役市役市役所1所1所1所1階階階階
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区
北1条北1条北1条北1条西2丁西2丁西2丁西2丁目目目目

●●●●●札幌札幌札幌札幌市資市資市資市資料館料館料館料館

　S　S　S　SIAIAIAFラFラFラFラウンウンウンウンジジジジ
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区
大通西大通西大通西大通西13丁13丁13丁13丁目目目目
札幌市札幌市札幌市札幌市資料館資料館資料館資料館1階1階1階1階

SISISISIAFAFAFAF2020202017171717の期の期の期の期間中間中間中間中、巨、巨、巨、巨大な大な大な大な大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷を札を札を札を札幌市幌市幌市幌市内各内各内各内各所に所に所に所に

広げ広げ広げ広げますますますます。大。大。大。大風呂風呂風呂風呂敷の敷の敷の敷の敷き敷き敷き敷き込み込み込み込み・撤・撤・撤・撤収作収作収作収作業に業に業に業にご参ご参ご参ご参加く加く加く加くださださださださ。大。大。大。大風呂風呂風呂風呂敷の敷の敷の敷の敷き敷き敷き敷き込み込み込み込み・撤・撤・撤・撤収作収作収作収作業に業に業に業に

い！い！い！い！参加参加参加参加方法方法方法方法等の等の等の等の詳細詳細詳細詳細はははは、、、後日後日後日後日、S、S、S、SIAIAIAIAF2F2F2F2010101017公7公7公7公式ウ式ウ式ウ式ウェブェブェブェブササササ

イトイトイトイトや大や大や大や大風呂風呂風呂風呂敷プ敷プ敷プ敷プロジロジロジロジェクェクェクェクトのトのトのトのFaFaFaFaFacecececebobobobookokokok、T、T、T、Twiwiwiwitttttttterererer等で等で等で等で

発表発表発表発表発表発表発表発表しましましまします。す。す。す。

札幌札幌札幌札幌駅前駅前駅前駅前通の通の通の通の札幌札幌札幌札幌市北市北市北市北3条3条3条3条広場広場広場広場（ア（ア（ア（アカプカプカプカプラ）ラ）ラ）ラ）で毎で毎で毎で毎年8年8年8年8月に月に月に月に

開催開催開催開催されされされされる「る「る「る「さっさっさっさっぽろぽろぽろぽろ八月八月八月八月八月祭」祭」祭」祭」。大。大。大。大風呂風呂風呂風呂敷が敷が敷が敷が全面全面全面全面に広に広に広に広げらげらげらげら

れたれたれたれた会場会場会場会場で2で2で2で2日間日間日間日間、盆、盆、盆、盆踊り踊り踊り踊り踊りをワをワをワをワイワイワイワイワイ踊イ踊イ踊イ踊ろろろろ、盆、盆、盆、盆踊り踊り踊り踊り踊りをワをワをワをワイワイワイワイワイ踊イ踊イ踊イ踊ろろろろうううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！

主主主主催：催：催：催：札幌札幌札幌札幌駅前駅前駅前駅前通地通地通地通地区活区活区活区活性化性化性化性化委員委員委員委員会会会会会

共共共共催：催：催：催：札幌札幌札幌札幌国際国際国際国際芸術芸術芸術芸術祭実祭実祭実祭実行委行委行委行委員会員会員会員会員会

敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷いいいいてててていいててていいいいてててていいてていいいいてててていいてててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててていいいいいてていいいいいてていいてててててて参参参参加加加加参参加加参参参加加加参参加加参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加参参加加参参参参参加加参加参参参参加加加加加参参加加加加加加参参参加加加参参参加加加！！！！！！！！！！しし

20202020171717年8年8年8月4月4月4日（日（日（日（日（金）金）金）金）金）～5～5～5～5日（日（日（日（日（土）土）土）土）開催開催開催開催

踊踊踊踊踊踊っっっっててててっっててててててててっっててててっっててててててててててててててててててててててっっっっっっっっっっっっっててててっっってててててっっっっっってててっってててててて 加加参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加参参参参加加加加参参加加参参参参加加加加参参加加参参参参参参参参参参加加加参参参加加加！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

回収回収回収回収期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～2020202017171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定））））回収回収回収回収期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～2020202017171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定））））

撮撮撮影影影：：小小小牧牧牧寿寿寿寿里里

撮撮撮撮撮影影影影影影影影：：：ハハハハレレレバババレレレレシシシシャャャャシシシンンン

◎協◎協◎協◎協力 力 力 力 ：：：

札幌札幌札幌札幌の玄の玄の玄の玄関口関口関口関口であであであであである札る札る札る札幌駅幌駅幌駅幌駅JRJRJRJRタワタワタワタワーコーコーコーコンコンコンコンコースースースースををををる札る札る札幌駅幌駅幌駅幌駅JRJRJRJRタワタワタワタワーコーコーコーコンコンコンコンコースースースースををを

華や華や華や華やかにかにかにかに飾る飾る飾る飾る大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラッグッグッグッグの制の制の制の制作に作に作に作に作にご参ご参ご参ご参加く加く加く加くださださださださい。い。い。い。大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラッグッグッグッグの制の制の制

下記下記下記下記の「の「の「の「大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラッグッグッグッグつくつくつくつくり方り方り方り方」を」を」を」を参考参考参考参考にににに

ご自ご自ご自ご自宅で宅で宅で宅で制作制作制作制作してしてしてしてくだくだくだくだささささいいいい！ ！ ！ 

ごごごご自自自自宅宅宅宅ででで縫縫縫縫っっっててていいいいたたただだだくくくののののもももも大大大大歓歓歓歓迎迎迎迎でででですすすす。。 

名名名名づづづづづづけけけけてててて『『『『じじじじたたたたたくくくくくく工工工工場場場場場』』』』!!!!

お一お一お一お一人で人で人で人でも、も、も、も、お友お友お友お友達同達同達同達同士で士で士で士でも、も、も、も、1時1時1時1時間だ間だ間だ間だけでけでけでけでも、も、も、も、も、

1回1回1回1回だけだけだけだけでもでもでもでもOKOKOKOKですですですです。ミ。ミ。ミ。ミシンシンシンシン初心初心初心初心者も者も者も者も大歓大歓大歓大歓。ミ。ミ。ミ。ミシンシンシンシン初心初心初心初心者も者も者も者も大歓大歓大歓大歓迎迎迎迎迎迎迎迎!!!!!!

お気お気お気お気軽に軽に軽に軽にお越お越お越お越しくしくしくしくださださださださい。い。い。い。

●●●●●ミシミシミシミシンでンでンでンでンで布を布を布を布を縫い縫い縫い縫いあわあわあわあわせるせるせるせる

●●●●●着物着物着物着物などなどなどなどをほをほをほをほどいどいどいどいてアてアてアてアイロイロイロイロンがンがンがンがけけけ

●●●●●布や布や布や布や出来出来出来出来上が上が上が上がったったったった大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷の整の整の整の整理理理理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 などなどなどなど   

作業作業主な主な主な作業作業作業

ぬぬぬ

ぬぬぬぬ

そそそののの111

一一一一緒緒緒緒ににににに大大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷敷をををを縫縫縫縫いいいいいままままししししょょょょううう!!!!!!!!!

新大新大新大新大新大通ビ通ビ通ビル（ル（ル（ル（ル（ル（大通大通大通大通大通西４西４西４西４丁目丁目丁目丁目丁目）４）４）４）４階に階に階に階に階に階に「お「お「お「おおどおどおどおりおりおりおり大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷工場工場工場工場」を」を」を開設開設開設開設。。
稼働稼働稼働稼働稼働日お日お日お日お日およびよびよびよび稼働稼働稼働稼働稼働時間時間時間時間はSはSはSはSはSIAIAIAF2F2F2F20101017公7公7公7公7公式ウ式ウ式ウ式ウェブェブェブェブェブサイサイサイサイサイサイトやトやトや大風大風大風大風呂呂呂呂呂呂敷敷敷
プロプロプロプロジェジェジェジェジェクトクトクトクトのFのFのFのFacacacacebebebooooooook、k、k、TwTwTwTwititititteteteterにrにrにて随て随て随て随て随時お時お時お時お知ら知ら知らせしせしせしせしせしせしていていていていていきまきまきますすす。。。すすすす

ぬぬぬぬ

っっっってててててっっってててててててててっっっっててててっっってててててててててっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててててててっっっっっっっっっっっっっっっててててっってててててて
ぬぬぬ

地地地下下下鉄鉄鉄大大大通通通駅駅駅❸❸❸❸番番番出出出出
口口口口直直直結結結！！！！！！

学学学学校校校校校・・・・サササササーーーーククククルルルル等等等等等のののの団団団団体体体体でででで学学学学校校校校校・・・・ササササーーーーククククルルルル等等等等のののの団団団団体体体体でででで
大大大風風風風呂呂呂呂呂呂敷敷敷敷工工工工工場場場場をををを運運運運営営営営すすすすするるるるる大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷工工工工場場場場をををを運運運運営営営営すすすするるるるる

『『『『ききききききょょょょょょううううりりりりょょょょょくくくく工工工工場場場場場』』』』』もももも大大大大募募募募集集集集!!!

(運(運(運(運営・営・営・営・管理管理管理管理にかにかにかにかかるかるかるかる経費経費経費経費等に等に等に等についついついついてはてはてはては各団各団各団各団体で体で体で体でご負ご負ご負ご負担願担願担願担願担願いまいまいまいます。す。す。す。））））

詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳しくはくはくはくは裏面裏面裏面裏面裏面のおのおのおのお問い問い問い問い合わ合わ合わ合わ合わせ先せ先せ先せ先までまでまでまでご連ご連ご連ご連絡く絡く絡く絡くださださださださださい。い。い。い。

希望希望希望希望に合に合に合に合わせわせわせわせて、て、て、て、布の布の布の布の集め集め集め集め方や方や方や方や

大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷のつのつのつのつくりくりくりくり方な方な方な方などごどごどごどご説明説明説明説明しましましまします。す。す。す。

●●●回収回収回収回収ボッボッボッボックスクスクスへ⇒へ⇒へ⇒

　右　右　右　右ペーペーペーページのジのジのジの通り通り通り通り、札、札、札、札幌市幌市幌市幌市幌市内各内各内各内各所に所に所に所に設置設置設置設置されされされされるるるる

回収回収回収回収ボッボッボッボックスクスクスクスに入に入に入に入れてれてれてれてくだくだくだくださいさいさいさい。。。

●●●郵送郵送郵送・持・持・持込⇒込⇒込⇒  〒0〒0〒0〒060606060-8-8-8-8616161611111 札幌札幌札幌札幌市中市中市中市中央区央区央区央区北１北１北１北１条西条西条西条西２丁２丁２丁２丁目目目札幌札幌札幌札幌市役市役市役市役所所所所

　　　　　　　　　　　　　　 札幌札幌札幌札幌市市市市市市市市民文民文民文民文化局化局化局化局国際国際国際国際国際芸術芸術芸術芸術祭担祭担祭担祭担当部当部当部当部内内内内【大【大【大【大【大【大風呂風呂風呂風呂風呂敷フ敷フ敷フ敷フ敷フ敷フ敷フラッラッラッラッラッグ受グ受グ受グ受グ受グ受グ受グ受グ受付係付係付係付係付係付係付係付係付係】】】】

　　　　　　　　　　 ※郵※郵※郵※郵送の送の送の送の場合場合場合場合、送、送、送、送料は料は料は料はご負ご負ご負ご負ご負担願担願担願担願いまいまいます。す。す。す。

●●●●仕上仕上仕上仕上仕上がりがりがりがり寸法寸法寸法寸法は、は、は、は、縦4縦4縦4縦45セ5セ5セ5センチンチンチンチ×横×横×横×横50505050センセンセンセンチでチでチでチです。す。す。 
●●●●●布は布は布は布は3種3種3種3種類程類程類程類程度お度お度お度お使い使い使い使いくだくだくだくださいさいさいさい。。。。
　お　お　お　お手元手元手元手元の布の布の布の布の大の大の大の大きさきさきさきさによによによによりりりり
　3　3　3　3種類種類種類種類以上以上以上以上になになになになってってってってもかもかもかもかまいまいまいまいませませませません。ん。ん。ん。
●●●●●ミシミシミシミシン糸ン糸ン糸ン糸の色の色の色の色は何は何は何は何色で色で色で色で色でもOもOもOもOKでKでKでKです。す。す。す。

●●●●布の布の布の布の布の配置配置配置配置（デ（デ（デ（デ（デザイザイザイザイン）ン）ン）ン）は自は自は自は自由で由で由で由です。す。す。す。
●●●●●パーパーパーパーツのツのツのツの布と布と布と布と布を布を布を布を縫い縫い縫い縫いあわあわあわあわせるせるせるせるときときときときのののの
縫い縫い縫い縫いしろしろしろしろは1は1は1は1センセンセンセンチ程チ程チ程チ程度。度。度。度。端は端は端は端は処理処理処理処理をせをせをせをせず、ず、ず、ず、
　2　2　2つ折つ折つ折つ折りにりにりにりにしてしてしてして5ミ5ミ5ミ5ミリ程リ程リ程リ程度の度の度の度のとことことこところにろにろにろに
　ミ　ミ　ミ　ミシンシンシンシンをかをかをかをかけてけてけてけて仕上仕上仕上仕上がりがりがりがりとなとなとなとなりまりまりまります。す。す。す。

おおおよよよせせせいいいたたただだだいいいたたたフフフフララララッッッッグググググははは

札札札札幌幌幌幌駅駅駅JJJRRRタタタタワワワワーーココココンンンンンココココーースススススににに飾飾飾飾飾飾飾飾飾るるるる予予予定定定ででですすす。。。
★★★★じじじたたたくくく工工工場場場★★★★大大大風風風呂呂呂敷敷敷フフフラララッッッグググつつつくくくりりり方方方方

※つく※つく※つく※つくり方かり方かり方かり方から大幅ら大幅ら大幅ら大幅にはずにはずにはずにはずれていれていれていれているものるものるものるものるものは展示は展示は展示は展示されなされなされなされない場合い場合い場合い場合もありもありもありもあります。ます。ます。ます。 ※お ※お ※お ※およせいよせいよせいよせいただいただいただいたフラたフラたフラたフラッグはッグはッグはッグは返却し返却し返却し返却しませんませんませんません。。。
※フラ※フラ※フラッグのッグのッグの完成後完成後完成後は、剥は、剥は、剥がせるがせるがせるがせるシールシールシールやガムやガムやガムテープテープテープなどになどになどに作成者作成者作成者作成者のお名のお名のお名前や団前や団前や団体名を体名を体名を書いて書いて書いてフラッフラッフラッグに貼グに貼グに貼って下って下って下さい。さい。さい。（匿名（匿名（匿名（匿名もOKもOKもOKもOKです。です。です。です。）））

※定数※定数※定数※定数に達しに達しに達しに達し次第、次第、次第、次第、締め切締め切締め切締め切らせてらせてらせてらせていただいただいただいただく場合く場合く場合く場合がありがありがありがあります。ます。ます。ます。

出出出来来来上上上がががっっったたた大大大風風風呂呂呂敷敷敷フフフラララッッッグググののの受受受付付付先先先はははこここちちちららら

そそそののの333

募集募集募集募集期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～20202020171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定））））募集募集募集募集期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～20202020171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定）））

●●●●●参加参加参加参加条条条条件：件：件：件：特に特に特に特になしなしなしなし（小（小（小（小学生学生学生学生以下以下以下以下保護保護保護保護者同者同者同者同伴）伴）伴）伴）

●●●●●持 ち持 ち持 ち持 ち持 ち 物：物：物：物：ハサハサハサハサミ（ミ（ミ（ミ（持参持参持参持参できできできできる場る場る場る場合）合）合）合）

（（（仮仮仮）））SSSIIIAAAFFF大大大風風風呂呂呂呂敷敷敷工工工場場場ををを大大大通通通ににに開開開設設設 !!!!

どどどどおおおりりりどどどおおおりりり大大大風風風呂呂呂敷敷敷工工工場場場おおおおおおどどどおお

そそそののの222

◎協◎協◎協◎協力 力 力 力 ：：：



あつめて参加！
あつめて参加！

札幌の玄関口である札幌駅JRタワーコンコースを

華やかに飾る大風呂敷フラッグの制作にご参加ください。

下記の「大風呂敷フラッグつくり方」を参考に

ご自宅で制作してください！ 

ご自宅で縫っていただくのも大歓迎です。 

名づけて『じたく工場』!

ご家庭に眠っている布、ミシン糸、ミシンはありませんか? 
少ない量でも、ぜひご提供ください！

ご家庭に眠っている布、ミシン糸、ミシンはありませんか? 
少ない量でも、ぜひご提供ください！

お一人でも、お友達同士でも、1時間だけでも、

1回だけでもOKです。ミシン初心者も大歓迎!

お気軽にお越しください。

●ミシンで布を縫いあわせる

●着物などをほどいてアイロンがけ

●布や出来上がった大風呂敷の整理

　　　　　　　　　　　　　　など 

主な作業

ぬ

ぬ

その1

一緒に大風呂敷を縫いましょう!!!

布
は
上
ぶ
た
を

　あ
け
て
中
へ
〜

回
収
ボ
ッ
ク
ス

ミシン糸は
丸い穴に～

新大通ビル（大通西４丁目）４階に「おおどおり大風呂敷工場」を開設。
稼働日および稼働時間はSIAF2017公式ウェブサイトや大風呂敷
プロジェクトのFacebook、Twitterにて随時お知らせしていきます。

まちの景色が

　　変わる瞬間に立ち会おう！！

ぬ

縫って参加！
縫って参加！ぬ

地下鉄大通駅❸番出
口直結！！

学校・サークル等の団体で
大風呂敷工場を運営する

『きょうりょく工場』も大募集!

(運営・管理にかかる経費等については各団体でご負担願います。）

詳しくは裏面のお問い合わせ先までご連絡ください。

希望に合わせて、布の集め方や

大風呂敷のつくり方などご説明します。

●回収ボックスへ⇒ 

　右ページの通り、札幌市内各所に設置される

　回収ボックスに入れてください。

●郵送・持込⇒ 〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目札幌市役所

　　　　　　　札幌市市民文化局国際芸術祭担当部内【大風呂敷フラッグ受付係】

　　　　　　　※郵送の場合、送料はご負担願います。

●布・ミシン糸⇒下記の札幌市内イオン７店舗、札幌市役所、
　札幌市内区民センター、札幌市資料館SIAFラウンジなどに

　設置する回収ボックスに入れてください。

●ミシン⇒裏面お問い合わせ先までご連絡ください。

●仕上がり寸法は、縦45センチ×横50センチです。 
●布は3種類程度お使いください。
　お手元の布の大きさにより
　3種類以上になってもかまいません。
●ミシン糸の色は何色でもOKです。

●布の配置（デザイン）は自由です。
●パーツの布と布を縫いあわせるときの
　縫いしろは1センチ程度。端は処理をせず、
　2つ折りにして5ミリ程度のところに
　ミシンをかけて仕上がりとなります。

およせいただいたフラッグは

札幌駅JRタワーコンコースに飾る予定です。
★じたく工場★大風呂敷フラッグつくり方

※つくり方から大幅にはずれているものは展示されない場合もあります。 ※およせいただいたフラッグは返却しません。
※フラッグの完成後は、剥がせるシールやガムテープなどに作成者のお名前や団体名を書いてフラッグに貼って下さい。（匿名もOKです。）

※定数に達し次第、締め切らせていただく場合があります。

出来上がった大風呂敷フラッグの受付先はこちら

●布の回収についての注意事項

　※50センチ×50センチ以上の大きさでお願

　いします。※着物も受け付けます。※レースな

　どの薄い布、毛布などの厚い布、下着や使用

　済みのシーツはご遠慮ください。

回

収

方

法

あなたの布が
札幌のまちを彩ります!

回収ボックス設置場所が増える場合、SIAF公式ウェブサイト等で

　　　　　　　　　　　随時お知らせいたします

●イオン札幌発寒店
　札幌市西区発寒8条12丁目1

●イオン札幌苗穂店
　札幌市東区東苗穂2条3丁目1-1

●イオン札幌平岡店
　札幌市清田区平岡3条5丁目3-1

●イオン札幌元町店
　札幌市東区北31条東15丁目1-1

●イオン札幌桑園店
　札幌市中央区北8条西14丁目28

●イオン札幌西岡店
　札幌市豊平区西岡3条3丁目4-1

●イオンスーパーセンター手稲山口店
　札幌市手稲区明日風6丁目1-1

各店サービスカウンターまで！
（西岡店は1階食品レジ前）

区役所・区民センター

●中央区民センター
　札幌市中央区南2条西10丁目

●北区民センター
　札幌市北区北25条西6丁目

●東区民センター
　札幌市東区北11条東7丁目

●白石区複合庁舎
　札幌市白石区南郷通1丁目南8

●厚別区民センター
　札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

●豊平区民センター
　札幌市豊平区平岸6条10丁目

●清田区民センター
　札幌市清田区清田1条2丁目

●南区民センター
　札幌市南区真駒内幸町2丁目

●西区民センター（2月設置予定）

　札幌市西区琴似2条7丁目

●手稲区民センター
　札幌市手稲区前田1条11丁目

市役所

●札幌市役所1階
　札幌市中央区
　北1条西2丁目

●札幌市資料館

　SIAFラウンジ
　札幌市中央区
　大通西13丁目
　札幌市資料館1階

SIAF2017の期間中、巨大な大風呂敷を札幌市内各所に

広げます。大風呂敷の敷き込み・撤収作業にご参加くださ

い！参加方法等の詳細は、後日、SIAF2017公式ウェブサ

イトや大風呂敷プロジェクトのFacebook、Twitter等で

発表します。

札幌駅前通の札幌市北3条広場（アカプラ）で毎年8月に

開催される「さっぽろ八月祭」。大風呂敷が全面に広げら

れた会場で2日間、盆踊りをワイワイ踊ろう！！

主催：札幌駅前通地区活性化委員会

共催：札幌国際芸術祭実行委員会

敷いて参加！
敷いて参加！し

2017年8月4日（金）～5日（土）開催

踊って参加！踊って参加！

その3

募集期間：2016年11月23日（水・祝）～2017年7月上旬（予定）

回収期間：2016年11月23日（水・祝）～2017年7月上旬（予定）

撮影：小牧寿里

撮影：ハレバレシャシン

●参加条件：特になし（小学生以下保護者同伴）

●持 ち 物：ハサミ（持参できる場合）

（仮）SIAF大風呂敷工場を大通に開設 !

おおどおり大風呂敷工場

その2

◎協力 ：

◎協力 ：

つつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつめめめつつつつめめめつつつめめめつつつつめめめめめめめててててめめてててててててててててててててててててててててててててててててててててててててつつつつつつつつつつつめめめめめめめめめめめめめめつつつつつつつめめめめつつつつめめめめててめめめててててててて

ごごごごご家家家家家庭庭庭庭庭ににににに眠眠眠眠眠っっっっっててててていいいいいるるるるる布布布布布、、、、、ミミミミミシシシシシンンンンン糸糸糸糸糸、、、、ミミミミミシシシシシンンンンンはははははああああありりりりりままままませせせせせんんんんんかかかかか?????  ごごごご家家家家家庭庭庭庭にににに眠眠眠眠っっっっててててていいいるるるる布布布布、、、ミミミミシシシシンンンン糸糸糸糸糸、、ミミミシシシシンンンンンはははははあああありりりりまままませせせせんんんんんかかかかか???? 
少な少な少な少な少ない量い量い量い量い量でもでもでもでもでも、ぜ、ぜ、ぜ、ぜ、ぜひごひごひごひごひご提供提供提供提供提供くだくだくだくだくださささささ少な少な少な少ない量い量い量い量でもでもでもでも、ぜ、ぜ、ぜ、ぜひごひごひごひご提供提供提供提供くだくだくだくだささささいいいいいいいいい！！！！！！！
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ミシミシミシミシン糸ン糸ン糸ン糸はははは
丸丸丸丸いいいい穴に穴に穴に穴に～～～

まままままちちちちちののののの ががが

　　　　　 わわわわるるる ににに立立立ちちち会会会おおおうううう

●●●●布布布・・・ミミミシシシンンン糸糸糸⇒⇒⇒下記下記下記下記のののの札札札札札札幌幌幌幌幌市市市市市市市市内内内内内内内内内イイイイイイイイイイオオオオオオオンンンンンン７７７７７７７７店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗舗、、、、札札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌市市市市市市市役役役役役役役役所所所所所所所、、、、、
札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌幌幌市市市市市市市市内内内内内内区区区区区区民民民民民民民セセセセセセンンンンンタタタタタタタターーーーー、、、、札札札札札札札札幌幌幌幌幌幌幌市市市市市市市資資資資資料料料料料館館館館館SSSSSSSIIIIIAAAAAFFFFFFララララララウウウウウウウウウンンンンンンンンンジジジジジジジなどなどなどなどにににに

設置設置設置設置すすすするるるる回回回回収収収収ボボボボッッッッククククスススス回回回回収収収収ボボボボッッッッククククススススに入に入に入に入れてれてれてれてくだくだくだくださいさいさいさい。に入に入に入に入れてれてれてれてくだくだくだくださいさいさいさい。。。

●●●ミミミシシシンンン⇒⇒⇒裏面裏面裏面裏面お問お問お問お問い合い合い合い合わせわせわせわせ先ま先ま先ま先までごでごでごでご連絡連絡連絡連絡くだくだくだくださいさいさいさい。。。。

●●●●●布の布の布の布の回収回収回収回収につにつにつについていていていての注の注の注の注意事意事意事意事項項項項

　※　※　※　※50505050センセンセンセンチ×チ×チ×チ×50505050センセンセンセンチ以チ以チ以チ以上の上の上の上の大き大き大き大きさでさでさでさでお願お願お願お願

　い　い　い　いしましましまします。す。す。す。す。※着※着※着※着物も物も物も物も受け受け受け受け付け付け付け付けますますますます。※。※。※。※レーレーレーレースなスなスなスな

　ど　ど　ど　どの薄の薄の薄の薄い布い布い布い布、毛、毛、毛、毛布な布な布な布などのどのどのどの厚い厚い厚い厚い布、布、布、布、下着下着下着下着や使や使や使や使用用用用

　済　済　済　済みのみのみのみのシーシーシーシーツはツはツはツはご遠ご遠ご遠ご遠慮く慮く慮く慮くださださださださい。い。い。い。

回回回

収収収

方方方

法法法

あああなななたたたののの ががが

のののままままちちちををを りりりままますすす

回回回回回回収収収収ボボボボッッックククスススス設設設設設設置置置置置場場場所所所所ががが増増増増ええええるるる場場場合合合合合、、、、SSSIIIAAAFFFF公公公式式式式ウウウウウェェェェブブブササササイイイトトト等等等等でででで

随随随随随随随時時時時おおおおおお知知知ららららせせせせいいいいたたたたしししまままますすすすす

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌発幌発幌発幌発寒店寒店寒店寒店
札幌市札幌市札幌市札幌市西区発西区発西区発西区発寒8条寒8条寒8条寒8条12丁12丁12丁12丁12丁12丁12丁12丁目1目1目1目1

●●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌苗幌苗幌苗幌苗穂店穂店穂店穂店
札幌市札幌市札幌市札幌市東区東東区東東区東東区東苗穂2苗穂2苗穂2苗穂2条3丁条3丁条3丁条3丁苗穂2苗穂2苗穂2条3丁条3丁条3丁条3丁条3丁目1-目1-目1-目1-1111

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌平幌平幌平幌平岡店岡店岡店岡店岡店岡店岡店岡店
札幌市札幌市札幌市札幌市清田区清田区清田区清田区平岡3平岡3平岡3平岡3条5丁条5丁条5丁条5丁目3-目3-目3-目3-111平岡3平岡3平岡3平岡3条5丁条5丁条5丁条5丁目3-目3-目3-目3-111

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌元幌元幌元幌元町店町店町店町店
札幌市札幌市札幌市札幌市東区北東区北東区北東区北31条31条31条31条東15東15東15東15丁目1丁目1丁目1丁目1-1-1-1-1

●●●●●イオイオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌桑幌桑幌桑幌桑園店園店園店園店
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区北8条北8条北8条北8条西14西14西14西14丁目2丁目2丁目2丁目2888

●●●●イオイオイオイオン札ン札ン札ン札幌西幌西幌西幌西岡店岡店岡店岡店
札幌市札幌市札幌市札幌市豊平区豊平区豊平区豊平区西岡3西岡3西岡3西岡3条3丁条3丁条3丁条3丁目4-目4-目4-目4-1111

●●●●●イオイオイオイオンスンスンスンスーパーパーパーパーセーセーセーセンタンタンタンター手ー手ー手ー手稲山稲山稲山稲山口店口店口店口店
札幌市札幌市札幌市札幌市手稲区手稲区手稲区手稲区明日風明日風明日風6丁目6丁目6丁目1-11-11-11-1札幌市札幌市札幌市札幌市手稲区手稲区手稲区手稲区明日風明日風明日風明日風6丁目6丁目6丁目6丁目1-11-11-11-1

各店各店各店各店各店各店各店各店各店サーサーサーサーサーサービスビスビスビスビスビスビスカウカウカウカウカウカウカウカウンタンタンタンタンタンタンタンタンターまーまーまーまーまーまでででででで！！！！！！！
（西（西（西（西（西岡店岡店岡店岡店岡店岡店は1は1は1は1は1階食階食階食階食階食階食階食階食品レ品レ品レ品レ品レ品レ品レ品レジ前ジ前ジ前ジ前））））

区役区役区役区役区役所・所・所・所・区民区民区民センセンセンセンターターターターター

●●●●●●中央中央中央中央中央区民区民区民区民センセンセンセンターターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区南2条南2条南2条南2条西10西10西10西10丁目丁目丁目丁目

●●●●北区北区北区北区民セ民セ民セ民センタンタンタンターーーー
札幌市札幌市札幌市札幌市北区北北区北北区北北区北25条25条25条25条西6丁西6丁西6丁西6丁目目目目目

●●●●●東区東区東区東区民セ民セ民セ民センタンタンタンターーー
札幌市札幌市札幌市札幌市東区北東区北東区北東区北東区北11条11条11条11条東7丁東7丁東7丁東7丁目目目

●●●●●白石白石白石白石区複区複区複区複合庁合庁合庁合庁舎舎舎舎
札幌市札幌市札幌市札幌市白石区白石区白石区白石区南郷通南郷通南郷通南郷通1丁目1丁目1丁目1丁目1丁目南8南8南8南8

●●●●厚別厚別厚別厚別区民区民区民区民センセンセンセンターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市厚別区厚別区厚別区厚別区厚別中厚別中厚別中厚別中央1条央1条央1条央1条5丁目5丁目5丁目5丁目

●●●●豊平豊平豊平豊平区民区民区民区民センセンセンセンターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市豊平区豊平区豊平区豊平区平岸6平岸6平岸6平岸6条10条10条10条10丁目丁目丁目丁目

●●●●●清田清田清田清田区民区民区民区民センセンセンセンターターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市清田区清田区清田区清田区清田1清田1清田1清田1条2丁条2丁条2丁条2丁目目目目

●●●●●●南区南区南区南区民セ民セ民セ民センタンタンタンターーー
札幌市札幌市札幌市札幌市南区真南区真南区真南区真駒内幸駒内幸駒内幸駒内幸町2丁町2丁町2丁町2丁目目目

●●●●西区西区西区西区民セ民セ民セ民セ民センタンタンタンターーー（2月（2月（2月（2月設置予設置予設置予設置予定）定）定）定）定）

札幌市札幌市札幌市札幌市札幌市西区琴西区琴西区琴西区琴似2条似2条似2条似2条7丁目7丁目7丁目7丁目

●●●●手稲手稲手稲手稲区民区民区民区民センセンセンセンターターター
札幌市札幌市札幌市札幌市札幌市手稲区手稲区手稲区手稲区手稲区前田1前田1前田1前田1前田1条11条11条11条11丁目丁目丁目丁目

市役市役市役所所所

●●●●札幌札幌札幌札幌市役市役市役市役所1所1所1所1階階階階
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区
北1条北1条北1条北1条西2丁西2丁西2丁西2丁目目目目

●●●●●札幌札幌札幌札幌市資市資市資市資料館料館料館料館

　S　S　S　SIAIAIAFラFラFラFラウンウンウンウンジジジジ
札幌市札幌市札幌市札幌市中央区中央区中央区中央区
大通西大通西大通西大通西13丁13丁13丁13丁目目目目
札幌市札幌市札幌市札幌市資料館資料館資料館資料館1階1階1階1階

SISISISIAFAFAFAF2020202017171717の期の期の期の期間中間中間中間中、巨、巨、巨、巨大な大な大な大な大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷を札を札を札を札幌市幌市幌市幌市内各内各内各内各所に所に所に所に

広げ広げ広げ広げますますますます。大。大。大。大風呂風呂風呂風呂敷の敷の敷の敷の敷き敷き敷き敷き込み込み込み込み・撤・撤・撤・撤収作収作収作収作業に業に業に業にご参ご参ご参ご参加く加く加く加くださださださださ。大。大。大。大風呂風呂風呂風呂敷の敷の敷の敷の敷き敷き敷き敷き込み込み込み込み・撤・撤・撤・撤収作収作収作収作業に業に業に業に

い！い！い！い！参加参加参加参加方法方法方法方法等の等の等の等の詳細詳細詳細詳細はははは、、、後日後日後日後日、S、S、S、SIAIAIAIAF2F2F2F2010101017公7公7公7公式ウ式ウ式ウ式ウェブェブェブェブササササ

イトイトイトイトや大や大や大や大風呂風呂風呂風呂敷プ敷プ敷プ敷プロジロジロジロジェクェクェクェクトのトのトのトのFaFaFaFaFacecececebobobobookokokok、T、T、T、Twiwiwiwitttttttterererer等で等で等で等で

発表発表発表発表発表発表発表発表しましましまします。す。す。す。

札幌札幌札幌札幌駅前駅前駅前駅前通の通の通の通の札幌札幌札幌札幌市北市北市北市北3条3条3条3条広場広場広場広場（ア（ア（ア（アカプカプカプカプラ）ラ）ラ）ラ）で毎で毎で毎で毎年8年8年8年8月に月に月に月に

開催開催開催開催されされされされる「る「る「る「さっさっさっさっぽろぽろぽろぽろ八月八月八月八月八月祭」祭」祭」祭」。大。大。大。大風呂風呂風呂風呂敷が敷が敷が敷が全面全面全面全面に広に広に広に広げらげらげらげら

れたれたれたれた会場会場会場会場で2で2で2で2日間日間日間日間、盆、盆、盆、盆踊り踊り踊り踊り踊りをワをワをワをワイワイワイワイワイ踊イ踊イ踊イ踊ろろろろ、盆、盆、盆、盆踊り踊り踊り踊り踊りをワをワをワをワイワイワイワイワイ踊イ踊イ踊イ踊ろろろろうううううううう！！！！！！！！！！！！！！！！

主主主主催：催：催：催：札幌札幌札幌札幌駅前駅前駅前駅前通地通地通地通地区活区活区活区活性化性化性化性化委員委員委員委員会会会会会

共共共共催：催：催：催：札幌札幌札幌札幌国際国際国際国際芸術芸術芸術芸術祭実祭実祭実祭実行委行委行委行委員会員会員会員会員会

敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷敷いいいいてててていいててていいいいてててていいてていいいいてててていいてててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいてててててててててててててていいいいいてていいいいいてていいてててててて参参参参加加加加参参加加参参参加加加参参加加参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参加加加参参加加参参参参参加加参加参参参参加加加加加参参加加加加加加参参参加加加参参参加加加！！！！！！！！！！しし

20202020171717年8年8年8月4月4月4日（日（日（日（日（金）金）金）金）金）～5～5～5～5日（日（日（日（日（土）土）土）土）開催開催開催開催

踊踊踊踊踊踊っっっっててててっっててててててててっっててててっっててててててててててててててててててててててっっっっっっっっっっっっっててててっっってててててっっっっっってててっってててててて 加加参参参参参参参参参参参参参参参加加加加加加加加加加加加参参参参加加加加参参加加参参参参加加加加参参加加参参参参参参参参参参加加加参参参加加加！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

回収回収回収回収期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～2020202017171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定））））回収回収回収回収期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～2020202017171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定））））

撮撮撮影影影：：小小小牧牧牧寿寿寿寿里里

撮撮撮撮撮影影影影影影影影：：：ハハハハレレレバババレレレレシシシシャャャャシシシンンン

◎協◎協◎協◎協力 力 力 力 ：：：

札幌札幌札幌札幌の玄の玄の玄の玄関口関口関口関口であであであであである札る札る札る札幌駅幌駅幌駅幌駅JRJRJRJRタワタワタワタワーコーコーコーコンコンコンコンコースースースースををををる札る札る札幌駅幌駅幌駅幌駅JRJRJRJRタワタワタワタワーコーコーコーコンコンコンコンコースースースースををを

華や華や華や華やかにかにかにかに飾る飾る飾る飾る大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラッグッグッグッグの制の制の制の制作に作に作に作に作にご参ご参ご参ご参加く加く加く加くださださださださい。い。い。い。大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラッグッグッグッグの制の制の制

下記下記下記下記の「の「の「の「大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラッグッグッグッグつくつくつくつくり方り方り方り方」を」を」を」を参考参考参考参考にににに

ご自ご自ご自ご自宅で宅で宅で宅で制作制作制作制作してしてしてしてくだくだくだくだささささいいいい！ ！ ！ 

ごごごご自自自自宅宅宅宅ででで縫縫縫縫っっっててていいいいたたただだだくくくののののもももも大大大大歓歓歓歓迎迎迎迎でででですすすす。。 

名名名名づづづづづづけけけけてててて『『『『じじじじたたたたたくくくくくく工工工工場場場場場』』』』!!!!

お一お一お一お一人で人で人で人でも、も、も、も、お友お友お友お友達同達同達同達同士で士で士で士でも、も、も、も、1時1時1時1時間だ間だ間だ間だけでけでけでけでも、も、も、も、も、

1回1回1回1回だけだけだけだけでもでもでもでもOKOKOKOKですですですです。ミ。ミ。ミ。ミシンシンシンシン初心初心初心初心者も者も者も者も大歓大歓大歓大歓。ミ。ミ。ミ。ミシンシンシンシン初心初心初心初心者も者も者も者も大歓大歓大歓大歓迎迎迎迎迎迎迎迎!!!!!!

お気お気お気お気軽に軽に軽に軽にお越お越お越お越しくしくしくしくださださださださい。い。い。い。

●●●●●ミシミシミシミシンでンでンでンでンで布を布を布を布を縫い縫い縫い縫いあわあわあわあわせるせるせるせる

●●●●●着物着物着物着物などなどなどなどをほをほをほをほどいどいどいどいてアてアてアてアイロイロイロイロンがンがンがンがけけけ

●●●●●布や布や布や布や出来出来出来出来上が上が上が上がったったったった大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷の整の整の整の整理理理理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 などなどなどなど   

作業作業主な主な主な作業作業作業

ぬぬぬ

ぬぬぬぬ

そそそののの111

一一一一緒緒緒緒ににににに大大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷敷をををを縫縫縫縫いいいいいままままししししょょょょううう!!!!!!!!!

新大新大新大新大新大通ビ通ビ通ビル（ル（ル（ル（ル（ル（大通大通大通大通大通西４西４西４西４丁目丁目丁目丁目丁目）４）４）４）４階に階に階に階に階に階に「お「お「お「おおどおどおどおりおりおりおり大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷工場工場工場工場」を」を」を開設開設開設開設。。
稼働稼働稼働稼働稼働日お日お日お日お日およびよびよびよび稼働稼働稼働稼働稼働時間時間時間時間はSはSはSはSはSIAIAIAF2F2F2F20101017公7公7公7公7公式ウ式ウ式ウ式ウェブェブェブェブェブサイサイサイサイサイサイトやトやトや大風大風大風大風呂呂呂呂呂呂敷敷敷
プロプロプロプロジェジェジェジェジェクトクトクトクトのFのFのFのFacacacacebebebooooooook、k、k、TwTwTwTwititititteteteterにrにrにて随て随て随て随て随時お時お時お時お知ら知ら知らせしせしせしせしせしせしていていていていていきまきまきますすす。。。すすすす

ぬぬぬぬ

っっっってててててっっってててててててててっっっっててててっっってててててててててっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててててててっっっっっっっっっっっっっっっててててっってててててて
ぬぬぬ

地地地下下下鉄鉄鉄大大大通通通駅駅駅❸❸❸❸番番番出出出出
口口口口直直直結結結！！！！！！

学学学学校校校校校・・・・サササササーーーーククククルルルル等等等等等のののの団団団団体体体体でででで学学学学校校校校校・・・・ササササーーーーククククルルルル等等等等のののの団団団団体体体体でででで
大大大風風風風呂呂呂呂呂呂敷敷敷敷工工工工工場場場場をををを運運運運営営営営すすすすするるるるる大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷工工工工場場場場をををを運運運運営営営営すすすするるるるる

『『『『ききききききょょょょょょううううりりりりょょょょょくくくく工工工工場場場場場』』』』』もももも大大大大募募募募集集集集!!!

(運(運(運(運営・営・営・営・管理管理管理管理にかにかにかにかかるかるかるかる経費経費経費経費等に等に等に等についついついついてはてはてはては各団各団各団各団体で体で体で体でご負ご負ご負ご負担願担願担願担願担願いまいまいまいます。す。す。す。））））

詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳し詳しくはくはくはくは裏面裏面裏面裏面裏面のおのおのおのお問い問い問い問い合わ合わ合わ合わ合わせ先せ先せ先せ先までまでまでまでご連ご連ご連ご連絡く絡く絡く絡くださださださださださい。い。い。い。

希望希望希望希望に合に合に合に合わせわせわせわせて、て、て、て、布の布の布の布の集め集め集め集め方や方や方や方や

大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷のつのつのつのつくりくりくりくり方な方な方な方などごどごどごどご説明説明説明説明しましましまします。す。す。す。

●●●回収回収回収回収ボッボッボッボックスクスクスへ⇒へ⇒へ⇒

　右　右　右　右ペーペーペーページのジのジのジの通り通り通り通り、札、札、札、札幌市幌市幌市幌市幌市内各内各内各内各所に所に所に所に設置設置設置設置されされされされるるるる

回収回収回収回収ボッボッボッボックスクスクスクスに入に入に入に入れてれてれてれてくだくだくだくださいさいさいさい。。。

●●●郵送郵送郵送・持・持・持込⇒込⇒込⇒  〒0〒0〒0〒060606060-8-8-8-8616161611111 札幌札幌札幌札幌市中市中市中市中央区央区央区央区北１北１北１北１条西条西条西条西２丁２丁２丁２丁目目目札幌札幌札幌札幌市役市役市役市役所所所所

　　　　　　　　　　　　　　 札幌札幌札幌札幌市市市市市市市市民文民文民文民文化局化局化局化局国際国際国際国際国際芸術芸術芸術芸術祭担祭担祭担祭担当部当部当部当部内内内内【大【大【大【大【大【大風呂風呂風呂風呂風呂敷フ敷フ敷フ敷フ敷フ敷フ敷フラッラッラッラッラッグ受グ受グ受グ受グ受グ受グ受グ受グ受付係付係付係付係付係付係付係付係付係】】】】

　　　　　　　　　　 ※郵※郵※郵※郵送の送の送の送の場合場合場合場合、送、送、送、送料は料は料は料はご負ご負ご負ご負ご負担願担願担願担願いまいまいます。す。す。す。

●●●●仕上仕上仕上仕上仕上がりがりがりがり寸法寸法寸法寸法は、は、は、は、縦4縦4縦4縦45セ5セ5セ5センチンチンチンチ×横×横×横×横50505050センセンセンセンチでチでチでチです。す。す。 
●●●●●布は布は布は布は3種3種3種3種類程類程類程類程度お度お度お度お使い使い使い使いくだくだくだくださいさいさいさい。。。。
　お　お　お　お手元手元手元手元の布の布の布の布の大の大の大の大きさきさきさきさによによによによりりりり
　3　3　3　3種類種類種類種類以上以上以上以上になになになになってってってってもかもかもかもかまいまいまいまいませませませません。ん。ん。ん。
●●●●●ミシミシミシミシン糸ン糸ン糸ン糸の色の色の色の色は何は何は何は何色で色で色で色で色でもOもOもOもOKでKでKでKです。す。す。す。

●●●●布の布の布の布の布の配置配置配置配置（デ（デ（デ（デ（デザイザイザイザイン）ン）ン）ン）は自は自は自は自由で由で由で由です。す。す。す。
●●●●●パーパーパーパーツのツのツのツの布と布と布と布と布を布を布を布を縫い縫い縫い縫いあわあわあわあわせるせるせるせるときときときときのののの
縫い縫い縫い縫いしろしろしろしろは1は1は1は1センセンセンセンチ程チ程チ程チ程度。度。度。度。端は端は端は端は処理処理処理処理をせをせをせをせず、ず、ず、ず、
　2　2　2つ折つ折つ折つ折りにりにりにりにしてしてしてして5ミ5ミ5ミ5ミリ程リ程リ程リ程度の度の度の度のとことことこところにろにろにろに
　ミ　ミ　ミ　ミシンシンシンシンをかをかをかをかけてけてけてけて仕上仕上仕上仕上がりがりがりがりとなとなとなとなりまりまりまります。す。す。す。

おおおよよよせせせいいいたたただだだいいいたたたフフフフララララッッッッグググググははは

札札札札幌幌幌幌駅駅駅JJJRRRタタタタワワワワーーココココンンンンンココココーースススススににに飾飾飾飾飾飾飾飾飾るるるる予予予定定定ででですすす。。。
★★★★じじじたたたくくく工工工場場場★★★★大大大風風風呂呂呂敷敷敷フフフラララッッッグググつつつくくくりりり方方方方

※つく※つく※つく※つくり方かり方かり方かり方から大幅ら大幅ら大幅ら大幅にはずにはずにはずにはずれていれていれていれているものるものるものるものるものは展示は展示は展示は展示されなされなされなされない場合い場合い場合い場合もありもありもありもあります。ます。ます。ます。 ※お ※お ※お ※およせいよせいよせいよせいただいただいただいたフラたフラたフラたフラッグはッグはッグはッグは返却し返却し返却し返却しませんませんませんません。。。
※フラ※フラ※フラッグのッグのッグの完成後完成後完成後は、剥は、剥は、剥がせるがせるがせるがせるシールシールシールやガムやガムやガムテープテープテープなどになどになどに作成者作成者作成者作成者のお名のお名のお名前や団前や団前や団体名を体名を体名を書いて書いて書いてフラッフラッフラッグに貼グに貼グに貼って下って下って下さい。さい。さい。（匿名（匿名（匿名（匿名もOKもOKもOKもOKです。です。です。です。）））

※定数※定数※定数※定数に達しに達しに達しに達し次第、次第、次第、次第、締め切締め切締め切締め切らせてらせてらせてらせていただいただいただいただく場合く場合く場合く場合がありがありがありがあります。ます。ます。ます。

出出出来来来上上上がががっっったたた大大大風風風呂呂呂敷敷敷フフフラララッッッグググののの受受受付付付先先先はははこここちちちららら

そそそののの333

募集募集募集募集期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～20202020171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定））））募集募集募集募集期間期間期間期間：2：2：2：2010101016年6年6年6年11111111月2月2月2月23日3日3日3日（水（水（水（水・祝・祝・祝・祝）～）～）～）～20202020171717年7年7年7年7月上月上月上月上旬（旬（旬（旬（予定予定予定予定）））

●●●●●参加参加参加参加条条条条件：件：件：件：特に特に特に特になしなしなしなし（小（小（小（小学生学生学生学生以下以下以下以下保護保護保護保護者同者同者同者同伴）伴）伴）伴）

●●●●●持 ち持 ち持 ち持 ち持 ち 物：物：物：物：ハサハサハサハサミ（ミ（ミ（ミ（持参持参持参持参できできできできる場る場る場る場合）合）合）合）

（（（仮仮仮）））SSSIIIAAAFFF大大大風風風呂呂呂呂敷敷敷工工工場場場ををを大大大通通通ににに開開開設設設 !!!!

どどどどおおおりりりどどどおおおりりり大大大風風風呂呂呂敷敷敷工工工場場場おおおおおおどどどおお

そそそののの222

◎協◎協◎協◎協力 力 力 力 ：：：



※札幌駅JRタワーコンコースでの展示イメージ

一緒に

札幌国際芸術祭（Sapporo International Art Festival、

略称：SIAF）は3年に1度、札幌市内各所で開催される国際

的な芸術祭です。

SIAF2017はゲストディレクターに大友良英を迎え、「芸術

祭ってなんだ？」をテーマに2017年8月6日から10月1日ま

での57日間にわたり開催されます。

踊ろう！敷こう！

札幌国際芸術祭とは?

大風呂敷プロジェクトに関する
最新の情報はこちらから！

SIAF2017に関する
最新の情報はこちらから！

大風呂敷プロジェクトとは、札幌国際芸術祭(SIAF)2017で
「市民と一緒につくる芸術祭」の象徴となるプロジェクトです。

各地域と連携し、集めた布で大風呂敷やフラッグを制作し

市内のさまざまな場所に展開してSIAF2017を彩ります。

札幌を代表するようなスポットや、大風呂敷で鮮やかに景色が

変わるところなど、大風呂敷を広げる場所は随時発表していきます。

　　　　　また、SIAF2017を盛り上げる目印としても

　　　　　大風呂敷があちこちに出現する予定です。

◎会場協力

Sapporo
International
A r t
Festival

略称 ： SIAF
サイアフ

私たちがつくる大風呂敷が札幌のまちを彩
ります

第1弾会場発表

第1弾会場発表

サイアフ

色とりどりの大風呂敷、そのルーツは福島にあります。2011年東日本

大震災を機に生まれた『プロジェクトFUKUSHIMA!』が主催した

2011年8月の野外フェスティバル会場で、「芝生に付着した放射性物

質を拡散させない」という意思のもと、全国から布が寄せられ、多くの

人の手で縫い合わされた大風呂敷が初めて広げられました。2013年

からは愛知、多治見、池袋など各地へ広がり、新たに大風呂敷をつくっ

て祭を彩っています。札幌では2014年のSIAF2014から大風呂敷が

つくられるようになりました。他人といっしょに表現をつくり上げていく

象徴として、あるいは派手でカラフルな

装飾として。多様な捉え方が可能であ

り、それぞれの関わり方で参加できる

オープンなプロセスが特徴です。

◎プロジェクトFUKUSHIMA!

http://www.pj-fukushima.jp/

大風呂敷プロジェクトの由来

2017年3月（予定）大風呂敷サミット
in札幌

開催決定！ 

ワオ！

◎協力 

縫おう！

拡大予定中！？

Facebook
https://www.facebook.com/SIAFofuroshiki/

Twitter
https://twitter.com/SIAFofuroshiki

Facebook
https://www.facebook.com/siaf2014info

Twitter
https://twitter.com/siaf_info

(仮)SIAF大風呂敷工場

お問い合わせ

札幌国際芸術祭実行委員会事務局
TEL011-211-2314
Email ofuroshiki@siaf.jp

札幌の玄関口であるJR札幌駅では、

JRタワー1階東西コンコース及び地下

1階イーストアベニュー、ウエストアベ

ニューの天井から大風呂敷フラッグを

吊るし、札幌へのお客様を華やかに

お出迎えします。

大風呂
敷

フラッ
グ！大風
呂敷

フラッ
グ！

◎さっぽろ八月祭2016（撮影：小牧寿里）◎あいちトリエンナーレ2013
　フェスティバルFUKUSHIMA in AICHI! 

◎フェスティバルFUKUSHIMA! 2011
　（撮影：鉾井喬）

主催：札幌国際芸術祭実行委員会／札幌市

助成：　　　　　　平成28年度 文化庁

　　　文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

http://siaf.jp公式ＷＥＢ http://daily.siaf.jpBlog

!!

※札幌※札幌駅JR駅JRタワータワーコンココンコースでースでの展示の展示イメーイメージジ

一一一一緒緒緒緒にににに

大大大大風風風風呂呂呂呂敷敷敷敷ププププロロロロジジジジェェェェククククトトトトとはとはとはとは、札、札、札、札幌国幌国幌国幌国際芸際芸際芸際芸術祭術祭術祭術祭(S(S(S(SIAIAIAIAF)F)F)F)2020202017171717ででで
「市「市「市「市民と民と民と民と一緒一緒一緒一緒につにつにつにつくるくるくるくる芸術芸術芸術芸術祭」祭」祭」祭」の象の象の象の象徴と徴と徴と徴となるなるなるなるプロプロプロプロジェジェジェジェクトクトクトクトですですですです。。

各地各地各地各地域と域と域と域と連携連携連携連携し、し、し、し、集め集め集め集めた布た布た布た布で大で大で大で大風呂風呂風呂風呂敷や敷や敷や敷やフラフラフラフラッグッグッグッグを制を制を制を制作し作し作し作し

市内市内市内市内のさのさのさのさまざまざまざまざまなまなまなまな場所場所場所場所に展に展に展に展開し開し開し開してSてSてSてSIAIAIAIAF2F2F2F20101017を7を7を7を彩り彩り彩り彩りますますますます。。。

札幌札幌札幌札幌を代を代を代を代表す表す表す表するよるよるよるようなうなうなうなスポスポスポスポットットットットや、や、や、や、大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷呂敷で鮮で鮮で鮮で鮮やかやかやかやかに景に景に景に景色が色が色が色が

変わ変わ変わ変わるとるとるとるところころころころなどなどなどなど、大、大、大、大風呂風呂風呂風呂敷を敷を敷を敷を広げ広げ広げ広げる場る場る場る場所は所は所は所は随時随時随時発表発表発表発表してしてしてしていきいきいきいきますますますます。。。

　　　　　　　　またまたまたまた、、、SISISISIAFAFAFAF2020202017171717を盛を盛を盛を盛り上り上り上り上げるげるげるげる目印目印目印目印としとしとしとしてもてもてもても

　　　　　大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷があがあがあがあちこちこちこちこちにちにちにちに出現出現出現出現するするするする予定予定予定予定ですですですです。。

◎会場◎会場◎会場協力協力協力

たたたちちちがががつつつくくくるるる がががががが のののののののののまままちちちををを
りりりままますすす

◎協力◎協力 拡拡拡拡大大大予予予予定定定定中中中！！！？？？

札幌札幌札幌札幌札幌札幌の玄の玄の玄の玄の玄関口関口関口関口関口関口であであであであであるJるJR札R札R札R札幌駅幌駅幌駅幌駅ではではではでは、、

JRJRJRJRタワタワタワタワタワー1ー1ー1階東階東階東階東階東西コ西コ西コ西コ西コ西コ西コンコンコンコンコンコースースース及び及び及び及び及び地下地下地下地下地下地下

1階1階1階1階1階イーイーイーイーイーストストストストアベアベアベアベアベニュニュニュニュー、ー、ー、ウエウエウエウエウエストストストストストストストアベアベアベアベアベ

ニュニュニュニューのーのーのーのーの天井天井天井天井天井からからからからからから大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷フラフラフラフラフラフラフラッグッグッグッグッグをををを

吊る吊る吊る吊る吊るし、し、し、し、札幌札幌札幌札幌札幌へのへのへのへのお客お客お客お客様を様を様を様を様を様を華や華や華や華や華やかかにににに

お出お出お出お出迎え迎え迎え迎え迎えしましましましまします。す。す。す。

大大大大大大風風風風風風呂呂呂呂呂呂
敷敷敷敷敷敷

フフフフフララララララッッッッッッ
ググググググ！！！！！大大大大風風風
呂呂呂大大大大大大風風風風風風呂呂呂呂呂呂
敷敷敷

大大大大風風風風呂呂呂呂
敷敷敷敷敷呂呂呂呂敷敷敷敷敷敷呂呂呂敷敷敷敷

フフフフララララッッッッ
ググググ！！！

フフフフフフララララララッッッッッッ
ググググググ！！！！！

フフフフララララッッッッ
ググググ！！！

札幌札幌札幌札幌国際国際国際国際国際芸術芸術芸術芸術芸術芸術祭（祭（祭（祭（祭（SaSaSaSaSappppppororo o o InInInInteteteteternrnrnrnatatatioioioionananananal l ArArArArArt t FeFeststststststivivivivivivalalalalalalal、、

略称略称略称略称略称：S：S：SIAIAIAIAIAF）F）F）F）F）F）F）は3は3は3は3は3年に年に年に1度1度1度1度1度1度、札、札、札、札、札幌市幌市幌市幌市内各内各内各内各所で所で所で所で開催開催開催開催開催開催されされされる国る国る国る国る国際際

的な的な的な的な芸術芸術芸術芸術芸術祭で祭で祭で祭で祭で祭です。す。す。す。す。す。

SISISISISIAFAFAFAF20202020171717171717はゲはゲはゲはゲはゲストストストストディディディディディレクレクレクターターターターターに大に大に大に大に大に大友良友良友良友良友良友良英を英を英を英を英を迎え迎え迎え迎え迎え、「、「、「、「、「芸術芸術芸術芸術芸術

祭っ祭っ祭っ祭ってなてなてなんだんだんだんだんだ？」？」？」をテをテをテをテをテーマーマーマーマーマに2に2に2に20101017年7年7年7年7年7年8月8月8月8月8月8月8月6日6日6日6日6日6日からからからからからから10101010101010月1月1日ま日ま日ま

でのでのでのでのでのでの57575757日間日間日間日間日間日間にわにわにわにわにわたりたりたりたりたり開催開催開催開催されされされされますますますますます。。

札札札札札札幌幌幌幌幌幌国国国国国国際際際際際際芸芸芸芸芸芸芸術術術術術祭祭祭祭祭祭祭ととととととはははははは??????

大風大風大風呂敷呂敷プロプロプロジェジェジェクトクトクトに関に関に関するするする
最新最新最新の情の情の情報は報は報はこちこちこちらからからから！ら！

SSIIAAAFFF222000111777に関に関に関するするする
最新最新最新の情の情の情報は報は報はこちこちこちらからからから！ら！ら！

SSSaaappppppoorrooo
IIInnttteeerrnnaatttiiooonnnaall
AAArr tt
FFeeessstttiivvvaalll

略称略称略称 ： ：SISISIAAFFF
サササイイイアアフフ

ササイイイアアアアフフフ

色と色と色と色とりどりどりどりどりどりどりのりのりのりのりの大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷、そ、そ、そのルのルのルのルのルーツーツーツーツーツーツは福は福は福は福は福島に島に島に島にありありありありありますますますますます。2。2。2。2。201010101011年1年1年1年1年東日東日東日東日東日東日本本本本

大震大震大震大震大震災を災を災を災を災を機に機に機に機に生ま生ま生ま生まれたれたれたれたれたれた『プ『プ『プロジロジロジロジロジロジェクェクェクェクェクェクトFトFトFトFUKUKUKUKUKUSUSUSUSUSHIHIHIHIHIHIMAMAMAMAMAMA!』!』!』が主が主が主が主が主催し催し催し催し催したたた

2020202020111111111111年8年8年8年8年8年8月の月の月の野外野外野外野外野外野外フェフェフェフェフェステステスティバィバィバィバィバィバル会ル会ル会ル会場で場で場で場で場で、「、「、「、「芝生芝生芝生芝生に付に付に付着し着し着し着し着した放た放た放た放射性射性射性射性射性物物物物物物

質を質を質を質を質を拡散拡散拡散拡散させさせないないないない」と」と」と」といういういう意思意思意思意思のものものものものもと、と、と、と、と、と、全国全国全国全国全国全国からからからからから布が布が布が布が布が布が寄せ寄せ寄せ寄せ寄せられられられられられ、多、多、多、多、多くのくのくのくのくの

人の人の人の人の手で手で手で手で縫い縫い縫い合わ合わ合わ合わ合わ合わされされされされされされた大た大た大た大た大風呂風呂風呂風呂風呂風呂風呂敷が敷が敷が敷が初め初め初め初め初めて広て広て広て広て広て広げらげらげらげられまれまれましたしたしたしたしたした。2。2。2。2。2。20101010101013年3年3年3年3年

からからからからからからは愛は愛は愛は愛知、知、知、知、知、多治多治多治多治見、見、見、池袋池袋池袋池袋池袋などなどなどなどなど各地各地各地各地各地へ広へ広へ広へ広がりがりがりがり、新、新、新、新たにたにたにたに大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷呂敷をつをつをつをつをつをつくっくっくっ

て祭て祭て祭て祭を彩を彩を彩を彩を彩を彩ってってってっていまいまいまいます。す。す。す。札幌札幌ではではではではではでは202020202014141414年の年の年の年の年のSISISISISIAFAFAFAFAF202020141414からからからから大風大風大風大風大風大風呂敷呂敷呂敷呂敷呂敷ががががが

つくつくつくられられられられるよるよるようにうにうにうにうになりなりなりなりなりましましましましました。た。た。た。た。他人他人他人他人といといといといっしっしっしっしっしっしょにょにょにょに表現表現表現表現表現表現をつをつをつをつをつくりくりくりくり上げ上げ上げ上げていていていていていていくくくくくく

象徴象徴としとしとしとして、て、て、あるあるあるあるあるあるあるいはいはいはいはいは派手派手派手派手派手派手でカでカでカでカラフラフラフラフラフルなルなルなルなルな

装飾装飾装飾装飾装飾としとしとしとして。て。て。て。多様多様多様多様な捉な捉な捉な捉な捉な捉え方え方え方え方え方え方が可が可が可が可が可能で能で能で能で能でああ

り、り、り、り、それそれそれそれぞれぞれぞれぞれぞれぞれの関の関の関の関わりわりわりわりわり方で方で方で方で方で参加参加参加参加参加参加できできできできできるるるる

オーオーオーオーオープンプンプンプンプンプンなプなプなプなプなプなプロロセスセスセスが特が特が特が特が特が特が特徴で徴で徴で徴で徴です。す。す。す。

◎プ◎プ◎プ◎プ◎プ◎プ◎プロジロジロジロジロジロジェクェクェクェクェクトFトFトFUKUKUKUKUKUSUSUSHIHIHIMAMAMAMA!!!

hthththttptptp:/:/://w/w/w/w/w/wwwwwwwwwwwww.p.p.p.pj-j-j-j-fufukukukukukukushshshimimimima.a.jpjpjpjpjpjp/////

大大大大大大風風風風風風呂呂呂呂呂敷敷敷敷プププププロロロロロジジジジジェェェェェェェククククククトトトトトののののの由由由由由由来来来来来来

222000111777年年年333月（月（月（予定予定予定）））大大大風風風呂呂呂敷敷敷サササミミミッッットトト
iiinnn札札札幌幌幌

開開開催催催決決決定定定！！！  

オオオオオオ

FaFacecebobookok
hthttptps:s:////wwwww.w.fafacecebobookok.c.comom/S/SIAIAFoFofufuroroshshikiki/i/

TwTwititteterr
hthttptps:s:////twtwititteter.r.cocom/m/SISIAFAFofofururososhihikiki

FaFacecebobookok
hthttptps:s:////wwwww.w.fafacecebobookok.c.comom/s/siaiaf2f201014i4infnfoo

TwTwititteterr
hthttptps:s:////twtwititteter.r.cocom/m/sisiafaf_i_infnfoo
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