定員１０名（45分）×５回開催 / 費用：3,000円（オルゴール代含む）

音を感じながら、
大きなキャンバスに
ライブペインティング！
誰もが自由参加のライブペインティング企画。
若手作家たちと一緒に、音楽を絵にしよう！
自由参加、終日開催 / 費用：無料

現役画家を講師に
バレリーナを描いてみよう！
バレエダンサーをモデルに迎えてのデッサン会。
絵がお好きな方には貴重な体験になるはず！
定員20名（2時間）×1回開催 / 費用：2,000円

オリジナルパーカッションで
ドラムサークルに参加しよう！
好きな絵を描いたエッグシェイカーを手に
エンディングイベント「ドラムサークル」に参加、
ミュージシャンたちと一緒に盛り上がろう！
シェイカーにペイント 自由参加、終日 / 費用：５００円（シェイカー代含む）
ドラムサークル 自由参加、16時〜 / 費用：無料

アロマスプレー と バスボム を
手づくりしてみよう！
音楽を聴きながら、好きな香りを探してみよう！
自然素材だから安心・安全です。

二 子 玉 川 ライ ズ で

あなたの名まえや好きな言葉で、
「世界にひとつだけの音楽」を作ってみよう !

﹁ せ た が や ﹂ら し さ を 感 じ さ せ る 本 物 の 音 楽 を 中 心 に ︑ア ー ト や バ レ エ な ど

紙オルゴールでつくる自分だけの
「名まえ音楽」

さまざまなジャンルの旬のアーティスト達が集い

大人から子供まで楽しめるステージやワークショップを繰り広げます︒

WORK SHOP

音 とア ート が響 き あ う

せたがや音楽プロジェクト２０１
５

CAFE

STAGE

七色のシルキーボイス

Haruka Hummingbird
CUTT

カット

マルシェ
スペシャル バンド

Yashiro

Mana
Shoko
Maho

cinnabom

with ARATA
チナボン
with アラタ

エミユラフ

DRUM

島金島

皆で参加 ‼ 大勢で輪になって
パーカッションのアンサンブル。
会場全体がステージになる !
ファシリテーター /

ヴィ―ガンフード（完全菜食）
カフェもオープン！
！
オーガニックワインもご提供します。

BALLET

ボサ系
シンガーソングライター

JAZZYな
アコースティック デュオ

CIRCLE

ULTR A
LUNCH

ハルカ ハミングバード

アコースティックからエレクトロまで
天才系音楽貴公子

Emi U laugh

スプレー 定員8名（40分）×4回開催 / 費用：2,000円
バスボム 定員4名（30分）×4回開催 / 費用：700円
※ワークショップはすべて当日会場でのお申し込みとなります。
※定員があるものについては受付にて整理券を発行いたします。

MUSIC

ART

EXHIBITION

Futtong

Lucille from PORCO ROSA

トウキントウ
不思議系
仮面のヴァイオリントリオ

フットン
大人系
アコースティックロック バンド

ルーシー from ポルコ・ロ〜サ

GUEST PRODUCER
売り出し中の若手美術作家達が二子玉川に見参！
！
楽器をモチーフにした作品他、多彩な作品を展示・販売。

INA（稲田和彦）

音楽プロデューサー、
マニピュレータ―。
hide、X JAPAN、
RIZE など、
多くの
アーティストの楽曲を手掛ける。
世田谷ものづくり学校で電脳音楽塾を主宰。

ショウジ ヒロシ

STAGE

㈱八犬堂代表。世田谷ものづくり学校で
ギャラリー＆デザイン室を主宰。
次世代作家支援プロジェクト
「 見参 -KENZAN 」
プロデューサー。

（公財）井上バレエ団の
ダンサーたちによる
ミニ・ステージも！

せたがや

ミュージック 3days in 二子玉川

入場
無料

MU SIC マルシェ SPECIAL

11 15 SUN

11:00 -17:00

主催＝せたがや音楽プロジェクト
共催＝世田谷区

お問合せ＝

＠

iTSCOM STUDIO & HALL
二子玉 川ライズ

田園都市線、東急大井町線

「二子玉川」駅 から 徒歩3分 ＜リボンストリートを直進＞

（株）
協力＝
アレグロ・モデラート /（株）
タック-ティック/ 電脳音楽塾 / (株）八犬堂 /（公財）井上バレエ団 / 世田谷ものづくり学校 /モノがたりマーケット / BELLEIMAGE ARTPOST

（公財）
せたがや文化財団 音楽事業部（月−金 10:00〜18:00） ☎03-5432-1535

せたおん

検索

What s about「せたがや MUSIC マルシェ」&「せたがや音楽プロジェクト」

ミュージック 3days in 二子玉川

せ とする有志達により「世田谷発の音楽文化の創造」を目標に活動しています。

二子玉川 が 音楽に染まる3日間

たがや音楽プロジェクトは、公益財団法人せたがや文化財団の協力のもと、世田谷に縁のある音楽家を中心

１１月13日（金）〜15日（日）

at

その一環である「せたがや MUSIC マルシェ」は、会場をマルシェ
（市場）にみたて、旬の音楽を中心に、フードや

ワークショップなど、
さまざまな人や企画が集い、芸術と人と街が交流する場となることを目指したイベントで、
これ

からゲストプロデューサーを迎え、
「せたがや」らしさを感じさせる本物の音楽を中心に、アートやバレエなど、様々

詳しい情報をチェックしよう！
！

Main STAGE

CUTT

1999年に
「shame」
のVo&Gtとしてメジャー
デビュー。
その後も数多くのバンドに参加しな
がら、
ソロ活動も開始。
アコースティックからエ
レクトロまで幅広い音楽性を持つ。

Street Live STAGE

cinnabom

cocoar 2

と 検索

2

Haruka Hummingbird
ハルカ ハミングバード

社

ヤシロ

シンガー

メタルからアイドルまで、多くの
アーティストサポートをつとめる
他、教則本のインストラクター
もこなす実力派。

2007年にガールズグループ「Missing Link」
の一員としてメジャーデビュー。
2014年、
ソロ
デビューシングル
『炎の花』
がフジテレビ系昼
ドラ
『聖母・聖美物語』
の主題歌に起用される。

島金島 -toukintou-

Bass

5弦、6弦ベースを駆使するスタ
イルとテクニックで注目のベーシ
スト。2014年には待望のソロ・
アルバムもリリース。

15 日

1１:00 -17:00

せたがや音楽プロジェクト2015

せたがや Musicマルシェ Special

長﨑祥子

Futtong

オカダマホ

幼少時からエレクトーンを始め
数々の賞を受賞。自ら結成のプ
他、
ログレユニット
「Neo-Zonk」
多くのアーティストサポートも。

東京ブラススタイルのレギュラ
ードラマーとして、国内にとど
まらず、ヨーロッパ、アメリカな
ど、世界各地で演奏活動中。

90年代に
「sugar plant」
のVo
＆Bassとして日米のインディー
ズシーンで活躍。解散後はソロ
弾き語りユニットとして活動。

Jazz をベースにPOPやサーフ
ミュージックの親しさをとりいれ
たサウンドが特徴。2014年には
ファーストアルバムをリリース。

コーラスやラップを取り入れた 深い音楽性とストレートな演奏で
大人ロック
不思議系パフォーマンスが話題。 根強いファンを持つ、
仮面がトレードマークの次世代 バンド。遅咲きブレイクを予感さ
せつつ、
世田谷を中心に活動中。
ヴァイオリン女子トリオ。

フットン

ルーシー from ポルコロッサ

一流ミュージシャンが集結したラテンバンド
PORCORO ROSAメンバー。
多くの有名ア
ーティストのサポートを務めるほか、
「心と体
の健康」
をテーマとした活動にも取り組む。

売り出し中の若手美術作家達が二子玉川に見参！
！ 楽器をモチーフにした作品を中心に、多彩な作品を展示・販売。

内田 有

内田 亘

大久保 惠

河原 佳幸

北島勇佑

Drums

ファシリテーターにルーシーを迎え

Lucille from PORCO ROSA

トウキントウ

岡田真帆

ナガサキショウコ Keyboard

Drum Circle

都内のカフェやライブハウスで活動する注目バンドをセレクト

Emi U laugh

EXHIBITION

岩永真奈

イワナガマナ

Guitar

エミユラフ

安藤 俊己

14:00 -17:00

世田谷区芸術アワード 飛翔 歴代受賞者コンサート

アプリをダウンロードして起動！
アーティスト等の写真にかざすと！？

with ARATA
チナボン with アラタ

Art

1４ 土

一日限りのマルシェ スペシャルバンドを結成！
！ ゲストアーティスト 2 名を迎え、カヴァーからオリジナルまで、本物の音楽を皆様にお届けします

シンガーソングライター
マルチプレイヤー

カット

で

STEP2

18:30 開演

「せたがや音楽通信」創刊記念

なジャンルの旬のアーティスト達が集い、
大人から子供まで楽しめるステージやワークショップを繰り広げます。
STEP1

13 金

せたがや歌の広場 25周年秋の特別コンサート

まで三軒茶屋のふれあい広場で２度の開催を重ねています。そして今回はそのスペシャル版。音楽とアートの分野

スマホでアプリをダウンロード

iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

会場全体がステージになる！

What’s about Drum Circle
大勢が輪になって、即興的につくりあげるパー

カッションのアンサンブルのことです。

ファシリテーターと呼ばれるガイド役を中心に、
参加者が一体感を感じながらリズムを盛り上

げていきます。今回は、最後に出演ミュージシャ

会場全体がステージとなります。
ン達も加わり、

Ballet STAGE

木下 武

（公財）井上バレエ団
黒石 千恵子

斎藤 暖

三ツ井 優香

丁子 紅子

内藤 あゆ

中島 綾美

永富 由佳子

世田谷区砧をに本部を置くバレエ団。
1968年の設立以来、
団員の他、
国内外から選

ばれた踊り手を迎え、
50回以上の公演を重ね
ている。
また、
ブルノンヴィル・スタイルを継承
するバレエ団としても知られる。近年は、
「アネ
ックスシアター 次世代への架け橋」
と題する公
演も毎年開催し、
若い振付家起用による、
新し

布山恵子

萬歳 淑

藤原 悠里

WORK SHOP

真鍋 由伽子

森田 瞳

「バレリーナを描こう」

紙オルゴールでつくる
自分だけの「名まえ音楽」

モノがたりマーケット presents
「オリジナル・エッグシェイカー」
手作り
「アロマスプレー」＆「バスボム」 「ライブペインティング」

[講師 ]

[講師 ]

杉山三

紙オルゴール trois（OTOWA）代表

ホリスティックアロマサロン

鷺島広子 Ｈ【ａ∫】( アッシュ) 主催
望月あや ねんどのコスメ Body Clay

[主催 ]

八犬堂 GALLERY

世田谷ものづくり学校（IID）内のギャラリー

出演者、ワークショップの詳細は「せたおん」ホームページから
※ 掲載内容は予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

せたおん

山本 水葱

渡部・おじょー・綾美

CAFE

いスタイルにもチャレンジしている。

PLACE
GO SLOW

世界の豆料理・煮込み料理レシピをベースとした肉食

今年4月にオープンした、約440㎡の広さの多目

世田谷ものづくり学校（IID）内で営業中。

展示会ほか、本格的な放送設備を活かし、公開

コヨーテも納得する「パンチ力のあるヴィーガン」がテーマ。 的ホール。ファッションショー、音楽ライブ、各種

検索

型のイベント生中継や番組収録にも最適。
〒158-0094

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 二子玉川ライズ

