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バルーンアート

ものづくり村ものづくり村

テーブルマジックショーテーブルマジックショー

オリジナル雑貨を作ってみませんか？
夏休みの宿題にもOK！（有料¥500～¥800）

★わけあり学校教材超特価市
★木っ端で遊ぼう！（無料）両日17：00まで

不思議なマジックを目の前で！（無料）
両日、日没頃まで　協力：筑波大学マジシャンズクラブ

フェイスペイントフェイスペイント
顔や腕にペイントしてアートタウンの一員になろう！（無料）

似顔絵コーナー似顔絵コーナー
地元アーティストがあっという間にあなたを描きます！（有料）

昭和の風景が蘇る!?おじさんを見つけて楽しいお話を聞こう！どこで会えるかは
お楽しみ。熱中症予防に塩飴を貰えるよ。

紙芝居紙芝居

市民パフォーマンスステージ市民パフォーマンスステージ

スタンプラリースタンプラリー
会場を歩いてスタンプを集めよう！全部集めたら景品交換所で素敵な
景品と交換しよう！（無料）　協力・景品協賛：つくば倶楽部
景品交換所：E会場近く、ワールドレストラン内

バルーンアート＆ジャグリング体験バルーンアート＆ジャグリング体験
両日、日没頃まで（一部有料）協力：筑波大学ジャグリングサークルSheep

（土）13：00～18：00
（日）12：00～17：00

（土）13：00～18：00（日）12：00～17：00

（画材セット、さいほうせっと、書道セット、工作教材ほか）

「ひのき」の板に木っ端（木のビーズ）を接着して自由に作ろう！（無くなり次第終了です）

●フォトフレーム　●レターラック　●ふうりん　●壁掛け時計　●たから箱　●コースター　●オルゴール　など

24（土） 会場：市民ステージ

（会場及びタイムスケジュールは当日本部にてご確認下さい。）

●マナアイナ フラスタジオ
●マジシャンズクラブ（筑波大）

14:00～15：00
15:00～16：00

●きいの紫バルーンショー 16:00～17：00
●Sheepのジャグリングショー 17:00～18：00

14:00～15：00
15:00～16：00
16:00～17：00
17:00～18：00

25（日）

●フラオモアナ
14:00～15：00●フラオミノアカ

15:00～16：00 / 18：00～19：00
●筑波山麓セッションバンド 19:00～20：30

★日没後、キラキラ屋台オープン（水中ボールすくい他）

Mr.BUNBUN
（コメディ）

フレディーノ
（コメディ）

（マジック＆オーケストラ）

セクシーDAVINCI
（セクシー大道芸）

EPPAI＆マサトモジャ ココナッツ山本
（コメディ）

（アクロバット）
SUKE3&SYU Kanauknot

（アクロバット）

（ジャグリング）
〈クウテンキドウ〉

〈ロス オヒージョス ネグロス〉

〈アラキトモエ〉空転軌道 荒木　巴
（マジック）

（フラメンコ）
Los Ojillos Negros アストロノーツ

（スタチュー） （ウォーキングアクト）
〈オック〉Okk

（ソプラノ）
Luminous ブラックエレファンツ

（Jazz&ラテンミュージック） 2424
20:00～20:00～
(sat)(sat)

Performer MapTime Schedule PerformerPerformerPerformer MapMapMapInformationInformationInformationInformation

※スケジュールは天候等により変更になる場合があります。
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バランス・軟体・アクロ
バット、磨き抜かれた身
体が魅せる、壮絶な技の
数々。観る者の想像を軽
く凌駕する驚きの連続
に、息を呑むのも忘れてし
まうほど！はたして今年は
どんな技が繰り出される
のか？それは見てのお楽
しみです!!

有無を言わせないギリギ
リの狂気・・・！大ヒットし
た歌謡曲にのせて、奇妙
な青いジャージ姿の女
が、ストーカーまがいに
追ってくる！？ これぞ、冷
静と情熱の間の、その隙
間。一度見たらもう最後。
さぁみんな、加納・加納・
加納の時間が始まるよ！

お客さんのテンションを
自由自在に操りまくり、芸
もトークも、やることなす
こと常識無用！！本人以
外、いや本人でさえも、な
にが起こるか分からな
い！いつも何が面白いか
を考え続ける、ライブに
生きる、生粋のストリート
エンターテイナー！！

九州を！いや、日本を代表
するコメディスター！バカ
バカしきこと、これ素晴ら
しきことなり！様々なキャ
ラクターを演じ分け、常に
笑いを提供し続けるコメ
ディの申し子！今回は、
数々のレパートリーの中か
ら、“インポッシブル書道”
で登場！書道の限界を超
える新たな境地を目の当
たりにせよっ！！

街中に突然オープンする
不思議なレストラン！なん
と店主はQueenのフレ
ディ・マーキュリー？？はた
して今日は、どんなメ
ニューでOPENするの？オ
シャレでシニカル、でも笑
わずにはいられない！？何
が起こるか分からない！ハ
ラハラドキドキの30分をお
楽しみに！そうそう皆さ
ん、くれぐれも鳩（ハト）に
はご用心！？

とっても美しいお兄さん
による、とってもおバカな
パフォーマンス。なにはと
もあれキーワードは「セク
シー」。彼にかかれば、普
通の大道芸も一瞬にして
セクシー大道芸に早変わ
り！案ずるより産むがやす
し！まずは見てみて！今日
からあなたもセクシー信
者！全ての人々にセクシー
を！LOVE！

10種の楽器を1人で奏でる
EPPAIと、ほのぼのマジシャ
ン・マサトモジャ。音楽とマ
ジック。アナーキーでセン
シティブ。そして、オフビー
トなのに、心は躍る！いろ
んな要素がモジャモジャに
絡まりあった、カラフルで
ダークなコメディショー！

うさん臭さ溢れるジャケッ
トと漂うオーラ。この男、
見るからに怪しすぎる。
アクが強い、アクしかな
い！でも嫌いじゃない。。。
いや、むしろ好きだ！そ
う、この面白さ、吸い寄せ
られて離れられない…。コ
コナッツ。観客の吸引力が
変わらない、ただひとつの
大道芸人！

顔面偏差値、割と高め。脳
内偏差値、なんかおバカ
め。派手な技から技巧派の
技まで、迫力満点のアクロ
バットを、コメディを交え
ながら、ユーモラスにお届
けします。息のあったコン
ビネーションと重力を忘れ
させる美しい光景は、興奮
すること間違いなし！！

日本屈指のマルチサーカ
スアクターいはらつトム
と、元体操競技日本一の
アクロバットダンサー花
火、驚異の身体能力を誇
る2人によるドマラチック
サーカス！ サーカスなら
ではの華やかでダイナ
ミックな技の数々を、青空
の下、屋外で繰り広げま
す！忘れられない光景を
是非！

世界で唯一のハンドベル
とジャグリングを融合した
パフォーマンスは、その音
色と共に心に響く感動を
産み出します！コンテンポ
ラリーでスタイリッシュ、
ジャグリングの新たなシー
ン、更なる可能性をお楽し
みください！

女性お笑い系マジシャン！
R-1ぐらんぷりではマジ
シャンとして、初のセミ
ファイナリスト！脳天に響
くほど強烈な個性とはう
らはらに、マジックは驚く
ほどハイレベル！お姫様
の求愛マジック！見事王
子様に選ばれてしまうの
は、、、あなたかもしれな
いっ！！！

激しく情熱的な踊りと、か
き鳴らされるギター。人生
の喜怒哀楽を物語る情緒
的で官能的な旋律！スペイ
ン・アンダルシアにルーツ
を持つフラメンコ。飛び散
る汗と迫力は、心と魂に響
き渡ります！屋外にスペイ
ンの風を巻き起こす最高
のフラメンコ集団！

えっ！浮いてるの？ えっ？
この姿勢ありえないで
しょ？重力を超越し電子
機器を駆使した、宇宙飛
行士の未来型人間銅像。
え、無重力？一瞬、目を疑
う驚きの光景！ロケット燃
料費を入れると、あなたの
前で何かが起こる！？固
まってしまったアストロ
ノーツを、みんなで宇宙に
戻してあげよう！

物の怪の世界から次元を
超えて、迷い込んできた
のは、一匹の河童。彼の眼
には現代はどう映ってい
るのか？はたして本当に
キュウリは好きなのか！！
街をくまなく探してみよ
う！

全員が音楽大学出身であ
る女性ボーカルユニット。
「Luminous(ルミナス)」とは
「光を発する」という意味。
その名の通り、光が舞い降
りたようなキラキラとした
ステージを演出。クラシッ
クからポップス、ジャズま
で、幅広いレパートリーで4
名の女性歌手が華やかに
歌い上げます！

トロンボーン＆トランペッ
トを中心とした熱きブラ
ス隊！実力は折り紙つき！
トランペットの高らかな爆
発音、トロンボーンのボ
ディにくる低音は、激アツ
間違いなし！ルックスは怖
いけど、皆さんに迫る音は
とっても優しい！みんなで
一緒に盛り上がりましょ
う!!


