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プレゼント！
（先着1000 名様）
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雨天の場合は、催しは「ふれあい広場」
で開催いたします。
※中止になる催しもあります。
荒天の場合は中止。
駐車・駐輪は、近隣の駐車場・
駐輪場をご利用ください。

www.facebook.com/futakoart/
 ： 催主■ 二子玉川商店街振興組合
 ： 力協■ 特定非営利活動法人演劇百貨店、日本理化学工業株式会社、だがしやおかしモ、

　　　  スルガ銀行二子玉川支店/d-labo、二子玉川小学校、瀬田中学校、世田谷総合高校、産業能率大学、
　　　  世田谷地域交流ラボ、フタコのへや 他　　　　

 ： 援後■ 玉川町会、二子玉川振興対策協議会、二子玉川西地区まちづくり協議会、
　　　  二子玉川100年懇話会、世田谷区
■問合： 〒158-0094東京都世田谷区玉川3-15-12 商店会館

二子玉川商店街振興組合 futako.art@gmail.com

水水

●ステージタイムスケジュール
  
【ふれあい広場】    
　11:30 ～ 11:45 二子トワラーズ
   ：バトントワリング
【魚政跡地】
　12:00 ～ 12:15 SETADOLL：世田谷区のご当地
    　　　   アイドル！ 
　13:00 ～ 13:30 山本光洋：パントマイム  
　16:00 ～ 16:30 ストリートレストラン チクリーノ
 
【ノコナッツ前】
　12:30 ～ 13:00

    
　14:00 ～ 14:30 三姿舞
   ：バラエティダンスユニット 
　15:00 ～ 15:30 山本光洋：パントマイム  
 
【フタコのへや】
　13:30 ～ 14:00 水岡 暢之：ジャズピアノ

【鮎ラーメン前】  
　15:30 頃　 鮎ラーメンダンス 

●ウォーキングアクト      

　11:00 ～ 11:30 un-pa   
　13:40 ～ 14:10 クラウン・SAKU 
　14:00 ～ 15:30（の間に 2回）
 　  フォーレッグスマン
　15:30 ～ 16:00 クラウン・SAKU   
 

1 デコラドール横・ふれあい広場前
だがしやおかしモ

▶だがしやおかしモ
商店街にあるだがしやさん。受付のとな
りで出張出店！お気に入りの駄菓子をみ
つけよう。

４ 商店街通り北側一部～真ん中
ラクガキ隊

▶アートマラクガキ
各地をラクガキでいっぱいにしようと画策する「ラクガキ隊
」が、道ゆく子供を優しく呼びとめチョークを配り、一緒にラ
クガキをしてゆきます。時にその標的が大人に及ぶことも。
アートマ終盤に現れる「ラクガキ消し隊」との関係は不明。

5 中央(肉の宝屋前）
河口勝司

▶展示
水墨画ライブペイントも！

7 二子玉川小前
いちかわとおる

▶レゴdeすごいものを
　つくろうコンテスト
目をつむって選んだブロックを
使って何かすごいものを作って
みよう！！

9 高橋医院前
たかつ大山街道1000匹
の「あゆ」プロジェクト

▶いろ色あゆぐるみ
かわいいあゆぐるみを作ります

10 高橋医院前
hanabira カーペット実行委員会

▶hanabira カーペット
いろんな色の花の花びらをむしって、花の絵
を作ろう！花の香りに囲まれた楽しいひと時を
みんなでたのしもう！  受付11：00 開始11：15

6 山室ストア前
震災を想う有志

▶東日本大震災被災地復興展
福島県発行の避難者向け情報紙の展示／陸前
高田応援団による陸前高田の現在の姿を映す
写真展と、「まつぼっくりちゃん」グッズ・りんごジ
ャム他を販売。売上げの一部は、寄付されます。

2 商店街通り北側
Ｌｅｒａｘ　Ａｒｔ

▶展示
二子玉川在住のアーティストとそ
の仲間たちが奏でるシンフォニー
アート

26 商店街通り内/スルガ銀行d-labo内
青少年メディア研究協会＆Hub Fun

▶おかね・ケータイ大カルタ大会
お金やケータイのカルタを使ったカル
タ大会です。いくつ取れるかな？

3 商店街通り北側
せたラボ

▶オーバーザーレインボー&
　レインボープール
みんなでみちに虹を掛けよう

11 須田豆腐店前
墨絵画家わくいよういち

▶墨絵ライブペイント
大迫力・大好評の墨絵ライブと作品展示

13 フタコのへや周辺
ソーシャルエナジー

▶おいしい社会貢献
福祉関連施設でつくられた授産品の販売

14 フタコのへや周辺
I AM HAPPY TO MAKE YOUR BODY BEAUTIFUL

▶えぞ鹿のジャーキー販売
北海道・江別から「えぞ鹿」のすばらしさ
を。

15 フタコのへや周辺
発酵マダム部

▶発酵焼き鳥
発酵だれに漬け込んだ熟成焼き鳥、厳
選日本酒と共にお召し上がりください。

16 フタコのへや
フタコのへや 松川

▶津軽こぎん刺し小物の展示・販売
「津軽こぎんのある暮らし」～伝統工芸 津軽
こぎん刺しの素朴な美しさを身近に～

17 フタコのへや特設スタジオ（メインスタジオ）、路上
▶アートマ生放送
アート＆マートの楽しさをリアルタイ
ムにレポート、放送します。
今回も元気いっぱいフタコのへやよ
りアートマガールズがお送りします。
飛び入り出演大歓迎です。
みんなでアート＆マートを盛り上げましょう！
http://com.nicovideo.jp/community/-
co2563063

18 西河製菓店横
サンウッド

▶もちくんと一緒に学ぼう！「もち検定」
みんな大好きな
お餅のことを知
って、もちくんと
友達になろう！も
ちくんグッズも販
売するよ！

19 駐輪場横
おぐら桜／hiro

▶似顔絵ステージ
恒例・大好評の似顔絵コーナー

8 二子玉川小前
Yoko＆Licca

▶ペーパークイリング
　ワークショップ
ペーパーでオリジナルグッズを作る
ワークショップです。クイリングの
他、アクセサリー販売もあります。

20 駐輪場横
ノルノルスイーツ

▶フェイクスイーツ
樹脂粘土で作るスイーツデコ。クマちゃ
んアイスクレープのマグネット

12 フタコのへや周辺
ふたこ麦麦公社

▶ふたこビールと王冠が曲がらない
　栓抜きをつろうワークショップ
今回のアート＆マート開
催にあわせて、二子玉川
のビール「フタコエール」
と「ハナミズキホワイト」
の2種類を仕込みました。
ふたこビールをどうぞお
楽しみに。「王冠が曲が
らない栓抜きをつくろう
」ワークショップも同時
開催します。

22 スルガ銀行キッズスペース内
スルガ銀行二子玉川支店/d-labo

▶青空いっぱいにみんなでラクガキ
　をしよう！ @ d-labo二子玉川
キッズルームにある大きな窓をキャン
パスに、子供も大人も思いおもいにラク
ガキができちゃいます！

23 商店街内
餌食隊

▶エジキニナリ隊
なぞの白衣人間に
ラクガキしよう！

24 商店街内／インスパイアード バイ
スターバックス 玉川３丁目店
青木麦生

▶短歌ストラーダ
路上で展開する見せる短歌。

25 商店街通り北側
テラ・ナチュレ

▶アロマのバスソルト作りと
　エンジェルカードリーディング
お好みの天然エッセンシャルオイルとバラの
パウダーの香りを加えたバスソルト作り、エ
ンジェルカードとクリスタルのメッセージを
お伝えするセッションの二本立てです。
皆さまぜひご参加下さいませ。

21 理容イトウ／インスパイアード バイ 
スターバックス 玉川3丁目店
ラクガキ隊

▶商店にラクガキ
大きなウィンドウにラクガキしちゃおう！

商店街通り 南ゾーン
アートマ カフェ

商店街の南側がカフェスペース
に！お店でテイクアウトしたもの
や出店で買ったものを持ち寄って
青空カフェでのんびりしよう♪

Ｂ

商店街通り 北ゾーン
アートマ ラクガキ

毎度お馴染みラクガキ隊の季節がやって
きました！みんなで思う存分チョークで
ラクガキしちゃいましょう！

Ａ ステージＣ

オーバーザレインボ
ー

墨絵ライブペイント

マルラニフラ (Malulani 
Hula)、アロハヌイロア
(Aloha Nui Loa)：フラダンス魚政跡地ステージ

ノコナッツ前ステージ

三姿舞

アートマラクガキ

子どもバスケットコーナー
＠二子玉川公園

写真でひもとくたまがわ
＠多摩川河川敷

スルガ銀行二子玉川支店/d-labo公園や河原でも開催！




