
二子玉川小学校

ふれあい広場ふれあい広場

商店会館

花みずき
薬局

須田豆腐店

フタコのへや

髙橋医院

Natural Crew 鮎ラーメン

理容イトウ

西河製菓店

エノキヤ

魚石

宝屋

八百寿

IBERO

石塚デンキ

ノコナッツ

クチリーナ！

次大夫堀

デコラドール

サロン・ド・ケリー

二子玉川
小学校入口

NTT瀬田前

駐輪場

玉川髙島屋S・C
南館

玉川髙島屋
本館

駅周辺図

二子玉川ライズ・
オフィス12階

東急
田園
都市
線・
大井
町線

二子
玉川
駅

スルガ銀行二子玉川支店/d-labo

visuna

スターバックス
コーヒー
玉川3丁目店

ラクガキ
スペース

風船（先着1000 名様）
缶バッジ（先着500 名様）
プレゼント！

スルガ銀行二子玉川支店/d-labo
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www.facebook.com/futakoart/
■主催 : 二子玉川商店街振興組合
■協力 : 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、フタコのへや、タッドファー、
　　　　スルガ銀行二子玉川支店/d-labo、二子玉川小学校、世田谷総合高校、産業能率大学（世田谷地域交流ラボ）、
　　　　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、
　　　　WindsLife 戸田建商(株)、芳賀建材工業(株)、やなぎやコーポレーション、東神開発(株)、(株)高島屋玉川店 など
■後援 : 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

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。

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

●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
【魚石隣】
　11:15 ～ 11:45 ひぃろ 
　15:15 ～ 15:45 伊藤佑介

【鮎ラーメン前】  
　15:30 頃　 鮎ラーメンダンス
 
【IBERO】
　14:45 ～ 15:15　ふくろこうじ

●ウォーキングアクト     
 
　11:00 ～ 11:30 おじゃるず  
　12:30 ～ 13:00 おじゃるず 
　13:00 ～ 14:00（内 30 分）
 　  ふくろこうじ
　15:30 ～ 16:00 Shiba    

ステージＣ

1 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。

2 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

ミニあゆぐるみを作ってみよう！
（限定50匹）

3 せたラボ（産業能率大学）
オーバー ザ 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。

4 おっちー
ペンペンの夢

一匹のペンギンが、海の上に描いた夢と
現実。イラストと物語と音楽のコラボをお
楽しみ下さい。

5 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。

6 スルガ銀行二子玉川支店/d-labo
手描き友禅でつくるオリジナル
ハンカチ＠二子玉川商店街

「手描き友禅」でオリジナルハンカチをつ
くります。日本の伝統的な染色技法の奥深
さをお楽しみください。
※事前予約制です。（ご予約は
http://www.d-laboweb.jp/event/futakotamagawa/）
①11:00～12:00 ②14:00～15:00 定員12名
※定員に達しなかった場合のみ当日枠をご用意いたします。

7 スルガ銀行二子玉川支店/d-labo
手描き友禅でつくる僕らの
「アートマ」フラッグ

約50cm×約500cmの布に手描き友
禅で色を挿し、「アートマ」フラッグを
みんなで一緒に創作していきます。出
来上がった作品は、次の「二子玉川商
店街 青空アート＆マート」の中で展示
される予定です。
12:00～14:00
※事前予約は不要です。

8 シーボン 二子玉川店
無料肌チェック

無料肌チェック、ハンドマッサージ、酵
素ドリンクの試飲&販売を実施します！

9 震災を想う有志
東日本大震災被災地復興展

①福島県発行の避難者向け情報紙の
展示／②陸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。

10 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。

11 ノルノルスイーツ
「ラズベリーチョコパフェ☆
カードホルダー」

粘土でチョコレート
パフェを作りましょう♪
定員 20名様限定　
参加費 別途
制作時間 20～30分

12 ふたこ麦麦公社×NUTRI工房
ふたこビールを呑んだびんで
麻ネット袋をつくろう

ふたこビール5種類をびんで販売しま
す。ビールにあうおつまみもご用意し
ています。麻ネット袋をつくろうWSも
同時開催！

13 墨絵画家わくいよういち
墨絵ライブペイント

11:30～／15:30～ 大迫力・大好評の墨
絵ライブと作品展示。
12:30～14:30 見に来た人を１枚の紙に
描きます。

14 フタコのへや

津軽こぎん刺し小物展示販売・
ワークショップ
こぎん刺しでコースターを作ってみ
ませんか。

ボディジュエリー
キラメキボディアートでプラスの引
き寄せやってくる☆

FUTAKOTAMAGAWACITY
Tシャツ販売

15 ソーシャルエナジー株式会社
おいしい社会貢献プロジェクト

障害者福祉施設でつくられた美味し
い商品の販売を行っています。
獺祭の酒粕を使ったパウンドケーキ、
なたね油、お米、クッキー

16 サンウッド
もちくんと一緒に学ぼう！「もち検定」

もちくんと一緒
に、日本人にと
って特別な食べ
物［餅］をもっと
もっと知ろう！

17 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

18 hanabiraカーペット実行委員会
hanabiraカーペット

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！

19 せたラボ（産業能率大学）
ふたこたまごちゃんのぬりえ

二子玉川商店街のキャラクター『ふ
たこたまごちゃん』に色をぬろう！

20 窓ラクガキ隊
窓ラクガキ 
アートマ『〇〇』ラクガキ

お店の窓にラクガキしちゃおう！
『バーバー』ラクガキ　理容イトウ
『家電』ラクガキ　石塚デンキ
『カフェ』ラクガキ　スターバックスコーヒー玉川3丁目店

21 スルガ銀行二子玉川支店/d-labo
窓ラクガキ　
アートマ『青空』ラクガキ
＠d-labo二子玉川

キャンバスは d-labo二子玉川 内の大
きな窓。多摩川や二子玉川駅、走って
いる電車や車などを背景にラクガキ
ができちゃいます。
※事前予約は不要です。

23 青木麦生
短歌ストラーダ

路上で展開する見せる短歌。
商店街内を探してみてね！

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！

22

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

商店街200円市

・バナナ
提供：シュクレペール
・ラスク

・チアシードクッキー　・アマニクッキー
・須田豆腐店の豆腐使用！
　豆腐とバナナとクルミのパウンドケーキ

提供：Natural Crew

提供：八百寿


