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第 31回 二子玉川

アート & マートにステージが出現。使い方はあなた
次第。歌ったり踊ったりお芝居したり、はみ出して
街中で踊り出すかもしれません。

デコラドール

にこたまっぷワーク

協賛 セールイベント
次回 11 月３日開催決定！！
大山みちアート＆マート

白い大きい布に地元の子供た
ちが絵を描いたり、布を貼っ
たり、自由な表現で造形しま
す。その作品をアートマの会
場で展示します。

ギャラリー二子玉川
インスタレーション

Lasah

くもくもりもり

ステージ

堀田正典
visuna

クロノ文具店

スマイルプラネット

アートセラピー
ミニワークショップ

花みず木薬局

鮎ラーメン

タガワマコト

二子玉川美術倶楽部アート
セラピークラスのミニワー
クショップ。小作品の制作
を体験していただけます。

涌井陽一

須田豆腐店
△company

ブロックコーナー

シャッターペインティング

ライブライブペインティング 金子酒店跡
山縣俊介、落合元世、東野豊

タッチポイント
お 手 持 ち の Suica や PASMO などの
交 通 系 I C カードやおサイフケータイ
を二子玉川商店街のポイントでタッチ
してください。
各ポイントごとに抽選でお店のステキ
なプレゼントが当たります。
さらに、3 カ所まわった人には「リュッ
クとチッチリー」のオリジナルグッズが全員にあたる！
PASMO、Suica を持ってきてね！
Ｒ

＊プレゼントの交換場所はふれあい広場です。
＊タッチしても、個人を特定できる情報は取得しません。
＊タッチしても、ＩＣカードへのデータの書き込みは一切行いません。
＊タッチしても、ＩＣカードの残高は引き落とされません。
※株式会社パスモ商標利用許諾済 第 18 号（シナジーメディア株式会社 許諾）
※PASMO マーク

及び

15 時半〜

トーキーズカフェ

山田燃料店

おぐら桜、hiro
似顔絵ステージ

タッチdeリュックとチッチリーを探せ！
プレゼント交換所
風船プレゼント！
（先着 1000 名様）

かちのちのら

曽根生花店
エスプリショコラ

イベントのスケッチレポート。
ストリートにあらわる！！
（先着 1000 名に缶バッジ
プレゼント）

移動本部

からだラクガキ
動くラクガキだよ。
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休憩所

ふれあい広場

くるくるくるまどめ

古くなって見向きもされなく
なってしまった商店街の車止
めを生まれ変わらせよう！

（塗るところが無くなり次第終了）
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缶バッジ大将

髙島屋
本館

ステージ

は株式会社パスモが本商品・サービス内容・

品質を保証するものではありません。
※株式会社パスモの都合により、予告なく PASMO カードが交換されることがあります。
※「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
※ＪＲ東日本 Suica 利用承認第 22 号（シナジーメディア株式会社 許諾）
※当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービス内容・品質を保証する
ものではありません。
※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なく Suica カードが交換されることが
あります。
※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「おサイフケータイ」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

二子玉短歌ストラーダ

「この世にあるものは、全て
何かの役に立ってるんだ。こ
んな道に転がっている短歌で
もね」と、映画史に残る不朽
の名作フェリーニの『道 La
Strada』で語られているとか
いないとか……。そんな言葉
に勇気づけられつつ、二子玉
の街中に短歌を出現させてみ
ます。

「チャレンジ！ 10ｍアート！」
で制作した横断幕

作品展示

協力店

イラストや絵画を展示。
手ぬぐいやのれんを路上
パフォーマンス筆書きし
ます。

可愛いビーズドールの展示と
作り方をご紹介します。ミニ
教室で作品作り体験も。

多夢多夢舎「美術のじかん」

案内所

会場内に出現！

beads doll forest

理容イトウ

アートスポット

アート＆マートにかこつけて二子玉川
商店街をラクガキでいっぱいにしよう
と画策する謎の部隊。道ゆく子供を優
しく呼びとめチョークを配り、その仲
間を増やしている。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。

鮎ラーメンダンス

サイクルショップ
シロタ

西河製菓店

タッチ de
リュックと
チッチリーを探せ！

ラクガキ隊

YOO の部屋

ライブペインティング

ラクガキ隊！

スイーツデコ（ミニチュアのパ
フェを作ろう！）の体験教室。
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スリー M コレクション

プチギャラリー

DZEE.015☆ディジー

遊食屋

商店会館

Natural
Crew

商店街の中にあるうまれたての
ふたこたまごちゃんを見つけて
クイズに答えよう！
だんだん成長するたまごちゃん
のクイズを４問答えられたら駄
菓子屋おかしモで素敵な賞品を
プレゼント☆

名川精米店

玉川屋酒店

ピンホール写真ギャラリー

高橋医院

てくてくたまごちゃん
クイズラリー！

お客様の顔にフェイスペイン
ティングをします。
ワンポイント 300 円。

ハコカメラ
「ミニミニあおぞらギャラリー」

溝部たばこ店跡

砧線の走る頃

■ウォーキングアクト
12:30-13:00 アコる・デ・ノンノン
14:00 ごろ〜 アコる・デ・ノンノン
16:00 ごろ〜 アコる・デ・ノンノン

フェイスペインティング

似顔絵、ポップアップカード
作り。

バルーンアーティスト MOGU
ハードパンチャーしんのすけ
砧線の走る頃 in 魚政卒業式

17:00〜17:30

子どもだけではなく、大人も
落書きができるように、お題
を与えて落書きに挑戦しても
らいます。できあがったら写
真を撮影し FaceBook にアッ
プしていきます。
http://www.facebook.com/
artrakugakiproject

オトナの
アートラクガキ

アクセサリーの展示。

大山街道は、相模川から「あゆ」を江戸に運ん
だ道でした。その歴史にちなみ、昨年、川崎市
高津区で始まった、
「あゆ」をモチーフにした「あ
ゆぐるみ」に、絵の具で絵付けをするワーク
ショップです。誕生した「あゆ」で、人をつな
ぎ、街や道を彩っていきます。100 個限定
【たかつ大山街道 1000 匹のあゆプロジェクト】

5 遊食屋会場

マタコニコタマ

普段みている町をみんなで塗
り替えちゃおう！描いた絵は
どこかに飾られるかも！？

シュクレペール ギャラリー二子玉川 アトリエノア
（休憩所）
レザークラフト・ステンドグラス・
戸田建商

いろ色あゆぐるみ

13:00-13:30
15:00-15:30
16:00-16:30

オリジナルデザイン雑貨、
イラストの展示。

二子玉川小学校

デゴベーが来る！

作品展示

ルルベ

4

田奈ベーゴマ倶楽部

4 魚政前会場

アトリエ彩屋

魚政跡

被災地新聞展

11:00-11:30 ハードパンチャーしんのすけ
11:30バトントワリング
14:00 ごろ〜 砧線の走る頃
15:30-16:00 バルーンアーティスト MOGU
16:00-16:30 ひぃろ

手作りアクセサリーの実演。

駄菓子屋おかしモ
山室ストア
肉の宝屋・八百寿

東日本大震災

12:30-12:55 ハードパンチャーしんのすけ
13:30-14:00 ひぃろ

フェアリってる？
by Madam Faery

ネイティブフラワー
イーダ
ネイルアート
魚石
シャッターペインティング

突如商店街の魚政さん前に
巨大なクモの巣が出現！
みんなでクモの巣を引っ
張ったり、ジャンプしたり
揺らして楽しもう！何が
おこるかな？

2 駅前会場

作品展「さわりたい光」

バギー＆コフィン

青木沙緒理

10:40-11:05 バルーンアーティスト MOGU
11:05-11:30 ひぃろ

タガワマコト

ラクガキ参加可能！
naeko-nail

1 花みず木会場

3 ふれあい広場会場

移動型インフォメーション。
セグウェイに乗って各ブロッ
ク内を移動しています。当日
パンフの配布から、迷子や怪
我人、落とし物など、お気軽
にお声掛け下さい。

石塚デンキ

タイムスケジュール

ノコナッツ

セグウェイ嬢
セグウェイ男爵

「こどもの日」をテーマに一緒に
描こう。商店のガラスにアーティ
ストが絵を描きます。商店の
ガラスが普段と違った装いに。

砧線の走る頃

砧線の走る頃の商店街の
お話をします。

二子玉川小学校
バトントワリング

理容ワタナベ

変わった風船の
インスタレーションです。

カラフルラブ

二子トワラーズ

花みず木フェスティバル会場

兵庫島公園

二子玉川駅
2

ふれあいコーナー

二子玉川ライズ
ガレリア

ニコタマ星人

