
親子で！みんなで！

広尾の中庭で絆を深める夏の３ヵ月。

Parents and Children Together!  Everyone welcome!
Three months in summer to deepen our ties

with each other at Courtyard HIROO.

Courtyard HIROO, though located in big urban complex of Tokyo,  is blessed with 
nature and attracts many people. This urban courtyard will feature a unique event in 
the summer of 2019. It is an attempt to widely open up the courtyard for the public 
from July to September by preparing a number of programs for children. This event 
is called "Courtyard research center in Summer". This event includes such exiting 
programs as baseball classes instructed by former professional baseball players 
and aviation classes featuring small aircraft. Some programs may be participated 
by parents and children together. A-TOM Chairman Chushiro Aoi, who heads the 
"Courtyard Research Center in summer", says "The theme of the event can be 
expressed in one word as Kizuna -means bond of people. Today, people feel 
uncertainty for the future, under this circumstance everyone wants  bonds. When I 
was a child, there were many squares in various towns, where adults and children 
played baseball and soccer together. Through such experiences, we grew up and 
promoted social bonds.". Today, the squares disappeared, and now "Courtyard 
Research Center in Summer" planned by Courtyard HIROO intents to play a such 
role. Please visit Courtyard HIROO by family! 
The details of event are available on the website.

都会にありながら自然に恵まれ、多くの人たちが集うコートヤードHIROO。この

“都会の中庭”で2019年夏、ユニークなイベントが行われる。７～９月まで、主に子

どもを対象にしたプログラムをたくさん用意し、いつにも増して中庭を一般に開放

しようという試みだ。題して、「夏の自由研究所」。元プロ野球選手による野球教室

や小型航空機を題材にした航空教室などワクワクするプログラムが次 と々繰り広

げられ、なかには親子で一緒に参加できるものもある。研究所の所長を務める、

A-TOM青井忠四郎会長はこう話す。「企画のテーマを一言で表すなら『絆』。未来

に漠然とした不安を抱える現在は、誰もが絆を望んでいる時代です。私たちが子

どもの頃は町のなかに広場があり、そこに行けばいつも誰かがいた。ときには大

人も混ざって野球やサッカーを教えてくれた。そうした体験を通して、私たちは大

人になることを学び、社会の絆を育んできたのです」。時代を経て都会から広場は

消えたが、“都心の中庭”であるコートヤードHIROOが今、その役割を担いたい。そ

うした思いから生まれた「夏の自由研究所」。今年の夏は親子で一緒に、ぜひコー

トヤードHIROOへ！　イベントの詳細はウエブサイトでご確認を。

株式会社アトム 青井忠四郎
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講師日程／実施時間 対象年齢／人数 受講費受講内容

SKY TREK
陸路では時間のかかる場所や離島、定期便や直行便の少
ない区間および設定のない区間など、日本国内約100 カ
所の空港や飛行場を結び、よりスピーディーで快適な空の
旅を提供する小型航空機チャーターサービスです。

7.5Fri
9.6Fri
18:00-19:00

小学生以上
各回10名

無料航空教室
SKY TREK の主力航空機である Quest Aircraft 社
の機体 『 KODIAK100 』 を紹介！ プロペラやエンジン
などの仕組みや、SKY TREK ならではの空の旅の見ど
ころを教えちゃいます！

Freyja Dean
ランカスター大学で科学と自然史のイラストレーションを学
んだ後、Central St Martinでアート・サイエンスを修了。ま
た、オープン大学を通してケンブリッジ大学で医学の歴史と
法医学を学ぶ。この経験を活かし、オペラ衣装のデザイン、
ゲームキャラクターデザイン、アルバムカバー、医学博物館
のアートワーク、公共芸術作品、イングランド王立外科医師
会での外科医用練習義体制作など、幅広い分野で活躍。

4歳以上
各回10名

2,000円
※FIRST
FRIDAYの
回は無料

アートワークショップ
英語でアートを教えるFreyja no Heyaから、夏をテー
マにしたワークショップを開催。シェイクスピア「真夏の
夜の夢」の幻想的な世界をモチーフに人形を作成し人
形劇を行います。

7.20Sat 26Fri
8.26Mon

FIRST FRIDAY
7.5Fri 8.2Fri 
9.6Fri

13:00-15:00

古木克明
1998年横浜ベイスターズ(現横浜DeNAベイスターズ)ドラ
フト1位入団。2007年オリックス・バファローズ移籍。2009
年シーズン終了後に現役を引退。引退後は格闘家に転向
し、2010年Dynamite!!や2011年のDEEP53 IMPACTに
参戦。再度球界復帰を決意し、少年野球での指導などを行
いながらトレーニングに励み、2013年に米独立リーグのハ
ワイ・スターズに入団。1シーズンのプレーののち引退。
2014年4月から事業構想大学院大学にてアスリートの第
二の人生におけるキャリアの研究に励み、MPD(Master of 
Project Design/事業構想修士)を2016年3月に取得。
2017年1月、これまでの集大成として、Baseball Surfer事
業を立ち上げる。

6歳以上
野球やっていない
野球をやって
みたい子

20名まで

無料野球ゲームを作ろう
ストラックアウトやバッティングを行った後、コートヤード
HIROO内でオリジナルの野球ゲームを実施。試合が進
む中でどんどんルールを追加していき、自分たちで野球
を作っていく。何もない環境から考え、作り出すことで考
える能力も養われていく。

8.5Mon
10:00-12:00

小学校6年生～
中学生
5名限定

3,000円
（Tシャツ代込）

野球教室
《野球経験者向け》 スウィングチェック、守備、基本動作
をレクチャーします。参加者にはBaseball Surfer T
シャツをプレゼント。

8.19Mon
10:00-12:00

AACC 阿部裕幸
「AACC」は、総合格闘技、キックボクシング、柔術、武術を楽
みながら学んでいくことができる格闘技スクールです。また、
マット運動を中心とした体操とオリンピックレスリングを通
じて、子どもたち（4歳～中学生まで）の健全な成長に働き
かけています。テーマは、「ココロとカラダを強くする。」

小学生以上
20名

15,000円
（３回）

武道から学ぶ心身の作り方
武道の動き、礼儀作法、精神を身に着ける3日間の強化
合宿。日々の生活も変化する、子どもも大人も必要な力
を身につけます。姿勢を正す＝気が通り、全てが整ってい
く。武道の動き＝身体が変わる。身体の仕組み＝空手の
型をベースに知る。

－全3回－
8. 10Sat
 17Sat
 31Sat
9:00-11:00

81 永島健志
Eightyone is not a Restaurant but an Experience.
伝説の「エル・ブリ」で修行した永島健志のエイティワンが
要町から移転。コートヤードHIROOで新たな産声をあげま
した。12席が用意された空間に突如現れるシェフと意表を
つく厳選された料理の数々。これぞ、五感で楽しむ劇場型レ
ストラン。

6歳から100歳
６歳未満は無料

3,000円アウトドアクッキングスクール
プリミティブな体験を。
こども達にこそ伝えたい「食べるってどういうこと？」
対話に重点を置きながら、火を囲む。
《これを通して何を習得できるのか》答えは用意してませ
ん。存在もおそらくしません。食について考えるきっかけ
だけを用意します。 《内容》BBQ。参加者によって進めま
す。体験と対話を主軸に。

8.2Fri
14:00-16:00

池田拓也
Root Co. Ltd. キャプテン／（一社）日本レースラフティング
協会 理事／神奈川県カヌー協会 副理事長／カヌースラ
ローム日本代表メンバー（2017、18年）。1979年長野生ま
れ。学生時代にラフティングに出会い、日本・ニュージーラン
ド・オーストラリアでリバーガイドとして勤務。2010、2011年、
世界チャンピオン。2019年、世界チャンピオン（マスターズ）

小学生以上
18名

無料Kizuna Lab
ラフティング世界チャンピオンが教える「絆のチカラ」学
校・職場・家族、日々 の生活もスポーツも、一人ではでき
なくても、仲間と一緒なら出来る事がたくさんあります。
体格・筋力に勝る海外の強豪チームに「絆のチカラ」で
勝ってきたノウハウをお伝えします。コミュニケーション・
チーム作りをゲームをしながら学ぶプログラムです。

7.6Sat
8.3Sat
10:00-11:30

Deportare Yoga
コートヤードHIROOにあるヨガスタジオ。母体であるパーソ
ナルトレーニングジム『Deportare Club』で培ったノウハウ
から生まれた、最新のスポーツ科学と東洋の智慧が組み合
わさった唯一無二のプログラムを展開。

9.6Fri
17:30-18:15

大人10名、
小学校低学年の
お子様10名

無料リズムジャンプ＆Self-Conditioning
大人と子どもで別 の々プログラムを体験することで、親子が
各 の々時間を楽しめるよう構成。子どもは「リズムジャンプ（運
動能力向上・リズム感UP）」、大人は「Self-Conditioning（リ
ラクゼーション）」をコンセプトに行う。

中村秀樹
デザイナー／エンジニア。1971年京都府生まれ。早稲田大
学商学部卒業後、有限会社アルトベクタを設立。ウェブデ
ザイン、モーションデザイン、サーバサイドエンジニアリング
を担当。《主な実績》DYNAMITE BOATRACE、BIGLOBE 
プロ野球一球速報、大丸300年クローゼットなど

小学校4年生以上
保護者の方が
付き添えば、３年生
以下でもOK
１0名

無料プログラミングスクール
子ども向けプログラミングアプリ「SCRATCH」を使用し
て、プログラミングとはどういうものなのか、実際に作り
ながら学んでいただきます。

8.24Sat
13:00-14:00

福岡孝則
Fd Landscape主宰 / 東京農業大学地域環境科学部造
園科学科 准教授。ペンシルバニア大学芸術系大学院ラン
ドスケープ専攻修了後、米国・ドイツのコンサルタントに所
属し北米・アジア・オーストラリアの都市・ランドスケープデ
ザインに取り組む。神戸大学特命准教授を経て現職。作品
にコートヤードHIROO、南町田拠点創出まちづくり、著者に
「海外で建築を仕事にする２都市・ランドスケープ編」
「Livable City（住みやすい都市）をつくる」など。

小学校4年生以上
15名

2,500円
材料費、
昼食費込み

夢の公園をデザインしよう！
コートヤード HIROOの屋外空間デザイナーが世界の広
場や公園デザイン、楽しい使い方のお話をした後、参加
者のみなさんが未来の「夢の公園」をデザインします。公
園の簡単な図面や模型をつくり、プレゼンや展示をする
予定です。自然、デザイン、まちづくりに興味のある方は
ぜひご参加ください！ 

8.18Sun
10:00-16:00

詳細はコートヤードHIROOウェブサイトをご覧ください。 Further information is available in Courtyard HIROO Website.   http://cy-hiroo.jp


