
ディス・イズ・ショウタイム

超ロングラン公演記録爆走中！(1000

目指せ！大阪名物！

♪ご当地昭和お茶の間バラエティ SHOW
懐かしコント・昭和歌謡・ダンス・マジック

子供からおじいちゃんおばあちゃんまで

みんなが「あったかい」を感じられる

昭和のお茶の間空間へ

是非皆さんでお越しください(̂▽ )̂/

ワン・ワールド・アジア
13 日 14 日

アジア服・アクセサリー雑貨など。

パーティーで使える

ものから普段使用

まで様々あり。お好

きなファッションをお

楽しみください☆

SAKUMA RECORDS
13 日

ネコのシール、ポストカードを

あなたのペットのネコやイヌも

画像

nana-87(はちな
14 日

編み物&アクセサリー

赤

お子

そして

手編み雑貨 Felice
13 日

様々な毛糸や

レース糸・麻紐などで

アクセサリーや

バッグなどの

雑貨を手作りしています。

手編みならではの温かみを

感じてもらえたら幸いです。

屋外出展ブース

13,14 日 19:00～

※入会金なし※毎週土曜体験レッスン実施中

◆毎週火・木 10:00-10:50/15:00-15:50

毎週土 12:00-12:50.

◆1 レッスン/1500 円

13,14 日 11:00

ディス・イズ・ショウタイム ￥1000+カフェで 1 オーダー

ご来場ありがとうございます♪

どうぞごゆっくり

フェスティバルを

お楽しみくださ～い☆☆
フェスティバルの性質上、

当日にイベントが

追加・変更場合がございます。

ご了承下さい。

(1000 公演以上！)

SHOW ♪
マジック etc…

からおじいちゃんおばあちゃんまで、

じられる

)/

SAKUMA RECORDS

ポストカードを販売します！

あなたのペットのネコやイヌも、

画像をお持ちいただければ

ワンコインで切り抜いて

デザインする

「出張切り抜き屋」

もします♪

はちな)アクセサリー

アクセサリー作家のはちなです。

赤ちゃんから大人までの

ヘアアクセサリーなどを

作っています。

子さん、友達、お孫さん、

そして自分へのプレゼントに

いかがですか？

是非、お越し下さい♪

ブース ご自由にご覧ください/入場無料(雨天中止)

https://this-is-showtime.jimdo.com

＊KANAROA＊
13 日

可愛いと思った雑貨や

縫い物などを日々作っています。

縫い目のゆがみなど

至らぬ事もあると

思いますが、

手づくりの温かさを

感じて頂けたら、

嬉しいです☆

※入会金なし※

◆毎週月・水 10:00-10:50/15:00-15:50

毎週土 11:00-11:50

◆1 レッスン/1500 円

[お問合せ]

06-7897-8563

カフェステージ

13 日 13:05/15:05
豊一市民

様々な場所

みれな
13 日 12:05/13:20 14 日 14:20

はじめまして 大阪を中心に

弾き語りをしています

“ みれな ”

といいます！

たくさんの人に歌を

聞いてほしいです

お仕事依頼はこちらからお願いします

mirena.307music@gmail.com

Harmonia
14 日 12:50/14:05

こんにちは、ハーモニアです！

私たちは主に Kalafina さんの曲を歌います.

みんなで奏でるハーモニーが

作り出す独特な世界観を

一緒に楽しんで頂けたら

嬉しいです♪

よろしくお願い致します！。

中島 祥吾
13 日 12:35

こんにちわ、京都よりやってきました！

今回は 2 回目の登場なのですが、

最後という事なので

特に一生懸命楽しんで

歌いたいと思います！

ピエロ祭

張り切っていきましょう！

Moon Gypsy
13 日 14:20/15:20

緑まぶしい昼下がり

陽気な響きダラブッカ

幸せ運ぶ黄色いこびと

地中海の青い風

ベリーダンス 夢のひととき

月夜のダンス MoonGypsy
http://moongypsy-bellydance.blogspot.jp/

助太刀屋十八番

おば嵐
14 日 11:35/13:05

老体に鞭を打ち、嵐のコピーダンスをしてる

40 代～60 代の 5 人組 “おば嵐” です。

ダンスの楽しさを

伝える事をモットーに、

主に尼崎で活動してます。

おば嵐と一緒に

盛り上がって下さい！

洋楽と

爽

Singing

皆

今年

FUN-BEAT CREW
14 日 14:50/16:05

こんにちは！私達は大阪市福島区にある

Dance school FUN-BEAT という

スタジオで踊っています。

コンテストや SHOW などを

中心に活動させて

頂いています。

よろしくお願い致します！

13 日 12:00

14 日 11:00 カフェステージ カフェで 1 オーダー

榎原 資和
13 日 12:20/13:35

はじめまして、榎原 資和です。

今年から音楽祭、レジャー施設、

カフェで歌っています。

両肘、右手首の

術後の経過も

良好で、

ここから今まで以上に

パワフルに活動します。

よろしくお願いします。

ＹＵＩ＆ＪＯＹ
13:05/15:05 14 日 11:05/12:20

豊一市民センターでダンスを練習して

場所でダンスボーカルグループとして

活動する YUI&JOY です☆

興味のある方は

いつでも見学に

来て下さい(^o^)/.

名作朗読会
13 日 14:05

名作朗読会は旧すみれ会を発展改組し

日本文学作品の発展・啓蒙・普及を目標に

朗読活動を行っております

大学・短大の同期の女性５人グループから発足し

仲間を増やし、今年１９年目を迎えます

小説を始め随筆・詩歌・古典作品はもちろん童謡

民話に至るまで幅広く作品を取り上げています

今日はこの場で朗読させていただきます

最後まで宜しくお願い致します。ｌ

わっと・おい
13 日 12:50/14:50

オヤジ二人で活動している

アコースティックギターの

デュオです。

少し懐かしい‘70～‘90 年代の

フォークソングを

中心とした

カバー曲を聞いて

頂けたらと

思っています。

マジシャン 一歩
14 日 12:05/13:50

神戸六甲道にあるカフェ、

「カフェいくうかん

の店長をしています。

江坂での最終日、

みんなで

盛り上げて

いきましょう！！

ジョニー アップルシード
14 日 14:35/15:50

髪型朗読家。

朗読の全国大会に

出場したり

頑張っております。

助太刀屋十八番
13 日 14:35
日本の伝統文化である殺陣を

専門とする殺陣集団

｢助太刀屋十八番｣

でございます。

本日は殺陣ショーを

させて頂きます。

皆様で盛り上がりましょう！

詳しくはサイト｢助太刀屋十八番」

で検索ください！

Samuko
14 日 11:20/12:35

癒し系ヴォイスの

Samuko です

浜省 cover 他

ミントオリーブ
14 日 11:50/13:20

ミントオリーブです。

と邦楽のフォークや pops を

爽やかに演奏します

Singing りる・あんじゅ
14 日 13:35

皆で、キャット・カフェりる・あんじゅを運営し、

毎週(月)(金)のお昼に

『猫と楽しむ音楽会』を

開催し演奏しております。

色んなイベントライブにも参加、

阪神尼崎駅前路上ライブ、

ライブハウスなどでも活動中。

youtube にて『りるあんじゅ』で検索。

動画多数有り。

Ka-sea
14 日 15:05/16:20

関西を中心に活動する

シンガーラッパーソングライターKa-sea、

唯一無二の天性の甘い唄声は、もちろん、

今年からラップも披露している二刀流スタイル。

昨年ライブハウス長堀 CELL で

行われたオーディション LIVE にて

優勝し、最近では、Instagram で上げた

カバー動画に 1300 以上の

イイネを獲得した、注目株。

Instagram ka_sea_singer1228

Twitter TAKASHI_K1010

Harica’s Beauty

Belly Dance Studio
14 日 15:35/16:50

妖精ダンサーHarica 率いる

ベリーダンススクールです。

ファンタジーで華やかな

ステージ創りを

目指しています。

http://harica.jp
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「2017 年 江坂ピエロハーバー

http://osaka-ky-artfestival.jimdo.com/

えさか芸術文化館
営業時間

吹田市江坂町 3-2-1(地下鉄

http://esaka-pierrot.jimdo.com/

TEL 06-7897-8563
●お車でお越の方は、近隣

ヘイユー記者、ヘイユー取材班などなど、

楽しく一緒に交流しながら情報紙をつくりませんか。詳

「ヘイ・ユー」 平成 29 年 4 月 25 日発行 発行元：ヘイ・ユー編集部

ピエロハーバー祭」

artfestival.jimdo.com/

芸術文化館ピエロハーバー
営業時間 10:00～23:00

地下鉄「江坂」駅⑤番出口から徒歩 7 分)

pierrot.jimdo.com/

E-MAIL pierrot@jcom.zaq.ne.jp
近隣のコインパーキングをご利用下さい。

、あなたのアイディア・興味あるコーナーで

詳しくはピエロハーバーへ。Hey You!! (0 6 - 7 89 7- 8 56 3 )

発行元：ヘイ・ユー編集部(事務局はピエロハーバー内)

“食べて・飲んで・
☆五感を刺激する夢のフェスティバル

カフェステージでは、吹田で活躍中のサークルや

大集結しパフォーマンスを

そして出展ブースは、バザーや

あれやこれや目移りする

江坂の新しいパワースポット/町興し

～「江坂のえさかやさかいバザール

おうちに
★1

☆4

※バザー

5 月

屋外ブース 1F カフェ/レストラン 2F 江坂

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

13 日（土）

※イベントの性質上、プログラムが

カフェステージ

パフォーマンス
12:00～1５:35

フリーマーケッ

ト/バザー/展示

11:00-16:30

■江坂わくわくピエロ祭

ビューティー

ウォーキング

11:00

ボリウッドダンス

14:00

ディス・イズ

ショウタイム

・見て・触れる”
のフェスティバル☆

のサークルや、地元大学生たちが

しパフォーマンスを披露！

バザーやハンドメイド雑貨など

りするものばかり♪

しに、楽しく一緒に参加しよう！！

のえさかやさかいバザール」開催！～

おうちに眠っている、まだまだ使える物をご提供ください
1～3 点→引換券 1 枚進呈!!

4 点以上→引換券 2 枚進呈!! (NG…飲食物/危険物 etc)

バザー品も￥50～楽しめる気軽な”ご当地バザール”です♪

月 13(土)14(日)

屋外ブース無料/店内 1 オーダー

江坂スタジオ 屋外ブース 1F カフェ/レストラン 2F 江坂スタジオ

14 日（日）

お店の営業時間は 10:00～23:00

フリーマーケッ
ト/バザー/展示
1100～16:30

カフェステージ

パフォーマンス
1１:00～1５:00

座・大阪
市民劇場(稽古)

11:00～16:00

ディス・イズ
ショウタイム

19:00～

プログラムが突然変更になる場合もございます。ご了承ください。

■江坂わくわくピエロ祭 当日プログラム■

ビューティー

ウォーキング

11:00～11:50

ボリウッドダンス

クラブ

:00～17:00

ディス・イズ

ショウタイム

19:00～

ください♪

http://osaka-ky-artfestival.jimdo.com/

