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よこはま大さん橋フェスタ 2015

〜みんなの防災、みんなの市民文化祭〜

横浜港のシンボルである大さん橋は、1894 年 ( 明治 27 年 )３月に鉄桟橋として竣工しました。その後、何度か拡張や改修が
なされ、現在の大さん橋は、2002 年（平成 14 年）6 月に横浜港大さん橋国際客船ターミナルとしてリニューアルオープン
しました。現在、客船の寄港数として日本では第１位のさん橋であり、１年を通じて様々なイベントが開催されています。
2014 年は鉄桟橋竣工 120 周年の節目の年で、３月には第１回目の大さん橋フェスタを開催し大いに賑わいをみせました。
そこで、第２回目として、大さん橋の主役である市民と、同日に開催される「横浜消防出初式」の会場になることもあり、
「防災を考える場」と「横浜の市民の賑わい創出の場」にしていければと考えました。
主役はもちろん前回同様横浜と港をこよなく愛する人々です。2015 年の新春を飾るイベントとして、ぜひお越しください。

Welcome ステージ

新年ライブ初めは伝統ある音色から！
高崎 将充

アトリエ箏こだま

津軽三味線。北海道苫小牧市出身。
10 歳より家元に師事し、様々な舞台を
踏みながら学び、NY カーネギーホール
やシドニー・オペラハウス等での
海外演奏経験を持つ。
現在、演奏活動と共に指導も行う。

筝演奏。古典から横浜にちなんだ曲を
最大 5 人、筝とパーカッションや尺八
も織り交ぜて、演奏予定。
出演：児玉 寛子 ( 筝 )、原郷 界山 ( 尺八 )、
立岩 潤三 ( パーカッション )、
森川 裕恵 ( 筝 )、小林 冨美代 ( 筝 )

防災ワークショップ

手軽に楽しく学べて、いざ！役立つ！

参加費：500円で参加し放題!!

○お正月気分！カルタでぼうさい

地震、津波、台風、備蓄などの防災全般について、お正月気分たっぷりのカルタで遊びながら学べます。

○部屋の模型パズルで家具固定
安全な部屋づくりを部屋の模型を作ってパズル感覚で配置することにより、体験していただけます。

○ぬいぐるみを使った着衣水泳のコツ
ぬいぐるみを使って、服を着た状態で水に入ったらどうなるか、ちゃんと泳げる方法を学べます。

早乙女 和完

大久保 旭夏

幻の三味線唄歌いで独自の創作、表現活動
を中心に道なき道を歩む。そのスタイルは
長唄三味線や現代邦楽を軸に様々な音楽奏法
をとりいれ、即興、ブルーズ、オリジナル
などを得意とする。
世界各国のアートイベントに参加。

横浜出身。琵琶奏者 ( 筑前琵琶日本橘会師範）
。
音大在学中より筑前五弦・および四弦琵琶の
弾き語りを学び、古典琵琶の弾き語りを
山下旭瑞氏に師事。人間国宝 山崎旭萃氏の教え
も受ける。近年はライブに意欲的に出演中。
パーカッション＆歌 ユニット sixth tongue に参加。

○使ってみよう！「１７１」でクイズ
災害用伝言ダイヤル（171）を使用し、クイズなどで使ってみることによって、いざという時の安否確認に活かせます。

○ペットボトルで液状化の仕組みを知ろう！
横浜の沿岸部は埋立地だったりするのを知ってますか？

ペットボトルで液状化の仕組みがよくわかります。

○模型で知る地震に強い家
紙で家の模型を作り、どんな構造だと地震に強いのか、弱いのか、仕組みを知ることができます。

みんなの市民文化祭
★ワークショップ

「参加することに未来がある！」をモットーに、出展者を募り、自らが興味ある分野でそれぞれに工夫をこなした、ワークショップ、
販売 / 飲食、展示などブース出展を行います。 みんなで楽しくイベントを創り、たくさんの人とつながる継続的なマーケットを目指します。

★販売 / 飲食

※一部抜粋 順不同

・マインドアップセラピー体験

参加費：未定（ピアハートコミュニケーション）

ひとりひとりの日常生活に活力とうるおいを与え、笑顔の毎日を過ごせるように。
。

・東日本大震災被災地支援アンテナショップ（ボラ婚）

参加費：無料 or 投げ銭（石花会）

東日本大震災被災地支援アンテナショップと、ボランティアをしながら婚活をするイベント「ボラ婚」を同時に開催予定。

石を積む。その単純な行為を美として提示する、石花（ロックバランシング）。遊びなのか、お稽古なのか、芸術なのか、
職人技なのか。やればすぐ分かる、面白さと奥深さ。写真をネット上で共有！近年世界中で注目されているアートです。

・リララ＆atelier ouvrage

参加費：500 円〜（atelier ouvrage）

「手しごとを通して人とつながる」をコンセプトに石川町の古民家アトリエで手づくり講座や手づくり雑貨販売をしています。
お子様から大人まで手作りの良さを感じてもらえる簡単ワークショップを開催します。

・タロット占い体験

参加費：500 円 /10 分（月の華）

女の子のおしゃれを応援！ シンプルに髪飾りひとつで魅力を引き出すグッズを中心に求めやすい価格で販売します。

・簡単セルフネイル★のスタンピングネイルと雑貨（Kuusen）
簡単ッ ! 楽しい‼デザイン自由自在ッ !!! 何度も使えて、お財布にも優しいネイルアートは、神奈川でココだけ！

参加費：1,050 円〜（ラピスラビット）

世界で一つだけのキャンドルを自分で作ろう！ カラーサンドや、貝殻、天然石、ガラス細工を透明なキャンドルで
閉じ込めれば中身の見える素敵なキャンドルが完成です。 コースや材料によって参加費が異なります。

・inink T シャツを遊ぶブランド（inink）
T シャツを着てあらたな遊びを見つけに行こう！日常生活で感じるさりげない衝撃をシンプルでいてユニークに表現。

・プリザーブドフラワー＆耳つぼジュエリー（Angel's Flower&Nail）

参加費：600 円〜（キラ図研究所）

プリザーブドフラワーや雑貨等の販売。耳つぼジュエリー体験は体のお悩みをサポートし、美しさ・おしゃれ感もバッチリ！

3D 工作技術で作った、見る人の心を和ませるオリジナルな作品を約 30 分程度で作成できます。
完成品の展示販売も行いますので、是非お越しください。

・市民のための実験的ものつくり工房（FabLab Kannai）

・インドウッドブロックスタンプを作ろう！ 参加費：500 円 + アイテム料金（ALL AROUND YOU）
インドの木製スタンプで布などを彩るワークショップです。世界に一つのオリジナルエコバッグやまくらカバー、
クッションカバーを作りましょう！

日本の美しい模様をその手に。古い着物の良さを生かして普段着に仕立てなおし、リメーク販売します。

・nmaa（nmaa（ンマー））

ビール、ホットワイン、コーヒーと美人薬膳スープなど、この季節にぴったりなドリンクを中心に販売します。

気軽に体験していただけて、占いは活用するモノと思っていただければと思っています。

・マホうの額縁

・Hakoori（手島 憲二）

・カナリアカフェ（本牧カナリアカフェ）

タロット占いってなんだろう？占いってどんなもの？と興味を持っていても、ちょっとハードルが高い・・・という方に

・キャンドルを作ろう

・北欧フィンランドマーケット（"o-moro" Music From Finland）
CD、レコードを中心にフィンランド現地で買い付けた商品を販売します。

こころのご相談はもちろんのこと、こころが元気になるワークショップやセラピー

・みんなの石花ワークショップ

※一部抜粋 順不同

3 次元プリンタやカッティングマシンなどのデジタル工作機械を備えた、市民のための実験的ものつくり工房です。
ソーラーパネル、反射布バック『clochette』、スピーカー部材で作った木製コースターなどを販売します！

大切な人へのプレゼントにお名前や記念日を入れることもできます。

・Photo BAR〈撮影モデル体験〉 参加費：無料 ＋ 一部有料オプションあり（ビー・キューブ）
笑顔は幸せの象徴。まるでバーで一杯飲むように、気軽にポートレートを撮る「モデル体験ワークショップ」
横浜在住のカメラマンがあなたをフォトジェニックに撮影し、プリント一枚まで無料。別途有料でデータ送付などできます。

・ピクニックと、鬼のお面作りワークショップ !!

参加費：300 円（picnic）

節分の日にむけた子供向けワークショップです。福笑いのように、目や鼻などのパーツを選んで頂き、個性豊かな鬼の
仮面を作っていただきます。合わせて「ピクニックに、いっしょに連れていきたくなるものを」の販売もします。

ブラインドサッカー体験

書道ワークショップ

防災を考えた時に、忘れてはいけないのが停電や深夜の行動、そして障害を抱えた方々へのサポートです。
日常生活していると忘れがちになりますが、目が見えないという状況はとても不安なものです。
ブラインドサッカーは、眼が不自由な方とも一緒に楽しめるスポーツで、日本でも2014年に世界選手権が開催され、
盛り上がりました。そんなブラインドサッカーを気軽に体験できるコーナーを参加無料で開催予定です。

お正月といえば、書初め！ 今年の目標を書くも良し、旧年の反省を書くも良し、文字を美しく書くこと
は日本の伝統的な美にもつながります。是非気軽に書いて、お持ち帰り飾ってみてください。
参加費：500 円 ( 汚れてもいい服装でご参加ください ) ※書いた作品はお持ち帰りできます。
指導：加瀬 良覚（かせりょうかく） 桜木書道界主宰

CIQ ステージ

横浜消防出初式 パブリックビューイング

一般公募で、応募していただいた、演奏、パフォーマンス、演劇、コント、ダンスなど、普段、横浜で
対岸の赤レンガ倉庫を舞台に開催されている、「横浜消防出初式 2015」の様子を生中継します。
活動しているアーティストの発表の場として、また、一緒にこのイベントを盛り上げてくれるステージ
この季節、外は寒いですが、暖かい場所でゆっくりと迫力のある大画面でご覧いただけると思います。
としてご用意しました。出演者やスケジュールについては、Web サイトなどの最新情報をご覧ください。 横浜消防音楽隊による演奏も、このコーナー前で予定しておりますので、お楽しみに！
※記載内容については予定です。内容が変更になる場合もございますので、予めご了承ください。

※最新情報や更新情報は Web サイト（http://pierfes.com/）をご覧ください。

※お問合せ：みんなの文化祭事務局 bunkasai-info@pierfes.com まで
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