南町田グランベリーパーク

夏 の イ ベ ン ト の お 知 ら せ
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作って、学んで、楽しめる！
オリジナルの自由研究が大集結！

さわって、まなんで、たのしもう！
夏の昆虫イベント

スヌーピーミュージアム初！
ウッドストックの新企画展

7/23㊏〜8/19㊎
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7/16㊏〜2023.1/9㊊㊗

ちいさなベストフレンド
ウッドストック Park-Life SITE
スヌーピーの親友 ウッドストックは、小さくてかわいら
しく、けれどもちょっぴり謎に包まれた存在です。数々
のユニークなエピソードを通じてわたしたちを勇気づ
けてくれるはず。オリジナルの新商品もお楽しみに。
【時間】
10：00 〜 18：00（ 入場は

17：30まで）※休館日８/16（火）、
1/（
1 日）
【場所】
SNOOPY MUSEUM
TOKYO【問】☎ 042 - 812 - 2723
（SNOOPY MUSEUM TOKYO）

つるまパーク
夏休み自由研究
大作戦 2022 Tsuruma Park
オリジナル工作や自然観察会など、
自由研究にぴっ
たりのイベントが盛りだくさん。興味のあるイベン
トを選んで、自分だけの自由研究を仕上げよう！
【時間】詳細は鶴間公園のウェ
ブサイトでご確認ください【場

所 】鶴 間 公 園 ほ か【 問 】☎

042-850-6630（鶴間公園）

ヘラクレスオオカブト

8/6㊏〜8/31㊌
世界のカブト＆
Grandberry Park
クワガタ展

世界のカブトムシ・クワガタムシの展示や、国内
産のカブトムシ・クワガタムシと触れ合えるコー

ナーなど。実際に見て、触れて、楽しめる、とっ
ておきの昆虫イベントです。
【時間】
11：00 〜 17：00（ 最終受
付16：00）
※８/16
（火）
はお休み

【場所】
グランベリーホール【問】
詳細はグランベリーパークのウ

ェブサイトでご確認ください
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ちいさなベストフレンド
Park-Life SITE
ウッドストック
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ウッドストックがテーマの新企画展。
〈イベン
トの詳細は表面でご紹介！〉

2023

EVENT
RALLY
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Park-Life SITE

日本の伝統話芸・講談。今年の夏は、講談
師による本格的な怪談で涼みましょう。
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世界のカブト＆
クワガタ展

8/31
㊌

Grandberry Park

見て、触れて、楽しめる、とっておきの昆虫
イベント。
〈イベントの詳細は表面でご紹介！〉

出前こどもの国
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Grandberry Park

「みんなでかざぐるまを作ろう」
みんなでかざぐるまをつくろう！小さなお子
様でもできる簡単な工作です。

8/9
㊋

親子deブイアート

Park-Life SITE

〜きれいな海を守ろう〜

8/23
㊋

海岸に漂着したプラスチックのブイに色を
塗って、すてきなアート作品をつくります。

8/11
㊍㊗

ぐらんべりー縁日

Grandberry Park

なつかしいゲームや、定番のお祭りグルメが
大集結！

8/14
㊐

【時間】夕公演17：00/夜
公演19：00
【場所】パーク
ライフ・サイトワークショップ
スペース
【問】 pls-event
@congre.co.jp
（パークライ
※事前予約制
フ棟事務局）
【時間】
11：00〜17：00（最
終受付 16：00 ）※ 8 / 16
（火）
はお休み【場所】
グ
ランベリーホール
【問】
詳細
はグランベリーパークの
ウェブサイトにて

キッチンカーが日替わりで登場！
【時間】
10：30〜19：00【場所】マーケットプラザ、
アートプラザ【問】☎ 042 - 788-0109（グラ
ンベリーパーク）
公園で過ごすひとときをもっと楽しもう！

青空キッチンカー

鶴間公園の落ち葉で育てた有機野菜を販売！

つるまパーク SDGｓプロジェクト収穫やさい市
鮮度と品質にこだわった野菜や果物を販売。

グランベリーパークマルシェ

Grandberry Park

【時間】7/24（日）
・8/28（日）10：00〜16：00
【場所】
ウェルカムプラザ【問】☎042-796-0109
（東急ストア南町田店／受付9：00〜20：00）
子供も大人も大満足！多彩なパフォーマンスをご覧あれ！

南町田パークライフ・サイト大道芸

Park-Life SITE

【時間】7 / 16（ 土）〜 18（ 月）、8 / 11（ 木）〜 14（ 日）開催時間は会場にてご確認ください
※雨天中止
【場所】パークライフ・サイト丘の広場【問】 pls-event@congre.co.jp（ パークラ
イフ棟事務局）※観覧無料（投げ銭システム）

【時間】11：00〜/14：30〜
【場所】
パークライフ・サイト
ワークショップスペース
【問】
pls-event@congre.co.jp
（パークライフ棟事務局）

EVENT
RALLY

【時間】14：00 〜 20：00
（最終日〜19：00【
）場所】
グランベリーパーク内各
プラザ【問】詳細はグラ
ンベリーパークのウェブ
サイトにて

Tsuruma Park

【時間】
9：00〜16：00【場所】鶴間公園 水道みち
【問】☎042-850-6630
（鶴間公園）

【時間】10：00 〜 16：00
【場所】
ワンダーシアター
内セガ前スペース【問】
詳 細 は グ ラン ベリー
パークのウェブサイトに
て ※材料がなくなり次第終了

※事前予約制

Tsuruma Park

※雨天中止
【時間】
10：00〜16：00【場所】
鶴間公園 水道みち
【問】
☎ 042-850-6630
（鶴間公園）

お猿さんと芸人さんが、息の合った大技芸を披露します。

日光さる軍団「猿まわし」特別公演

Grandberry Park

【時間】8/6（土）
・7（日）
・27（土）
・28（日）10：30〜18：00※雨天中止
【場所】
シアタープラザ
【問】詳細はグランベリーパークのウェブサイトでご確認ください

夏のイベントラリー

EVENT
RALLY

南町田納涼講談
『怪談の夕べ』

試合当日、グランベリーパークでも FC 町田ゼ
ルビアを応援しよう！

キッチンカーの停留所「SHOP STOP」 Grandberry Park

定期開催

EVENT
RALLY

Park-Life SITE

アーティストから似顔絵のコツを学んだ後は、実際
に親子でお互いの似顔絵を描いていただきます！

定期開催

EVENT
RALLY

7/26
㊋

【時間】11：00〜/13：30〜
/15：00〜
【場所】パークラ
イフ・サイトワークショップス
ペース
【問】 pls-event
@congre.co.jp
（パークライ
※事前予約制
フ棟事務局）

毎月開催

3

P!

PICKU

※一部スタンプラリー対象外の体験イベントがあります。

親子で学ぼう！
似顔絵教室

「vs 大宮アルディージャ」

【時間】19：00〜21：00
【場
所】
シアタープラザ 大型
ビジョン
【問】詳細はグラ
ンベリーパークのウェ
ブサイトにて

定期開催のイベント

日曜開催

EVENT
RALLY

【時間】詳細は鶴間公園
のウェブサイトにて
【場
夏休み自由研究大作戦2022
所】鶴間公園ほか【問】
作って学んで楽しめる、夏の自由研究イベント。 ☎ 0 4 2 - 8 5 0 - 6630（ 鶴
〈イベントの詳細は表面でご紹介！〉
間公園）

FC町田ゼルビア Grandberry Park
パブリックビューイング

Tsuruma Park

土日祝開催

EVENT
RALLY

つるまパーク

8/20
㊏

毎月開催

P!
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【時間】10：00 〜 18：00
（入場は 17：30まで）※
休館日：８/ 16（ 火）、1 / 1
（日）
【場所】S N O O P Y
MUSEUM TOKYO【問】
☎042 - 812 - 2723

「EVENT RALLY」
アイコンのついたイベントに参加をして、スタン
プを集めよう！スタンプを 2 つ集めてスヌーピーミュージアムに
持って行くと、前売り料金で入館できるよ！
【注意事項】●ラリー特典対象期間：〜9/30（金）
※8/16（火）
は休館日●入館人数：チラ
シ一枚につき、ご本人様含め合計 6 名まで割引できます。
※お一人様一枚につき１回まで

※画像はイメージです。詳細は各イベント会場のウェブサイト、および各イベントチラシでご確認ください。
※イベント内容が予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ACCESS MAP
南町田グランベリーパークは
3 つのエリアからなる
「まち」。
季節ごとのイベントが盛りだくさん!

Tsuruma Park

四季折々の木々が彩る、
多彩な運動設備を備えた自然公園

Park-Life SITE

ハートを彩る、まちの新しいかたち。
丘の広場ではイベントも開催！

パークライフ・サイト

〒194-0004 東京都町田市鶴間 3-1-4
pls-event@congre.co.jp
※7/21より住所が変更になりました。

Grandberry Park

都内最大、オープンモール型の
アウトレット複合商業施設

グランベリーパーク

鶴間公園

〒194-0004 東京都町田市鶴間 3-1-1
☎042-850-6630

南町田グランベリーパーク Minami-machida Grandberry Park

〒194-8589 東京都町田市鶴間 3-4-1
☎042-788-0109

協力：一般財団法人みなみまちだをみんなのまちへ
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