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①11:30～12:00
②13:30～14:00ロケット王子紙芝居

ロケット王子 星が大好きな王子さまと相棒
の猫タイタンが、憧れの「わっか星」を目指
して旅をするワクワク冒険物語です。リアル
なお話とファンタジーな世界がコラボレー
ションした新しい絵本の形を目指していま
す。現在プロローグ、1～6 巻を販売中。全
12 巻。
当日は、絵本のプロローグより、王子さまが
宇宙を目指すまでのお話を紙芝居でお届け
します！

McCANN's Irish 楽団
【めっさん】
手品家 JV 川崎店の名物店長。子供から
大人まで幅広い層に支持されるコメディ
店長。大きい体に似合わない繊細な手品
をやります。
【ジキル】 
キャリア 3 年にも関わらず計 900 ステージ
以上をこなす注目の新人ジャグラー 。
専門のジャグリングのみならずマジックも
こなすマルチパフォーマー。

アームレスリング日本チャンピオン 伊東祐俊
川崎区のかわさき保育会館にて全日本チャンピ
オンを輩出している老舗アームレスリングチー
ムモンスター道場の師範代。2017 年の第 16
回オールジャパンアームレスリング選手権大会
ライトハンド -70kg 級にて優勝。アームレスリ
ングを知らない方々が実際に体験してみて競
技の面白さ、ルールを理解することで観る楽
しさを知ってもらえるように活動しています。
是非体験してみてください。
当日は短時間でアームレスリングに勝てるコツ
を伝授します。

KING OF SWAG
川崎を拠点に、最新の HIPHOP
カルチャーを全世界へ発信し続け
るダンスパフォーマンス集団、
KING OF SWAG。
"川崎を世界へ"をスローガンに、
各メディア、SNS にて活躍の幅を
広げる。

住吉高校ダンス部 

は 3 年生が引退してから最初の 1,2 年生だけでのステージになり
ます。見ている人に気持ちが伝わり、楽しんでもらえるように精
一杯踊るのでたくさんの声援をよろしくお願いします。

Shunsuke Takai
KING OF SWAG メンバーで、唯一の
R＆B シ ン ガ ー、Shunsuke Takai。 
HIPHOP 文化で培ったセンスで、
KING OF SWAG 同様、常にカッコよ
く、常に最新の HIPHOP カルチャーを
発信する唯一無二のR＆Bシンガー。

①12:30～
②14:50～YO&KAZANE

FreeStyleFootball チーム "Team 
Air Technician" から Yo（左）、
Kazane（右）の 2 人ユニット
"Teen Free" として登場！国内大
会優勝はもちろん、国際大会で
も常に上位の成績を残し、世界
中から注目されるプレイヤーであ
る 2 人の高いコンビネーション、
スキルの数々は必見！！ 

SOCIAL WORKEEERZ
音楽とダンスを通じて障
害あるなし関係なくイン
クルーシブな空間を作り
だす。
今回は 3名で踊ります。

キャンドル
作業エリア

ワークショップ
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電気自動車
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武蔵小杉 IRISH BAR McCANN's の常連さんで結成されたアイリッシュ
楽団。毎年３月に開催されるアイルランドの祝日『セントパトリックデイ』を祝
うパレードに BAR の楽隊と
して演奏しています。楽曲は、
アイルランド音楽の中でも「ジ
グ」や「リール」「ポルカ」と
いったダンス曲を中心に演奏
していますので、皆さんも是
非、手を叩き足を踏み鳴らし
て、一緒にアイルランド音楽を
楽しんで下さい。

Studio S.W.A.G.
KING OF SWAG のリーダー Dee
が経営する、川崎宮前町にある
HIPHOP ダンススタジオ。ダンス
業界では、誰もが知っている有名ダ
ンススタジオ。アジア、ヨーロッパ
などプロのダンサーもレッスンに通
う名門HIPHOPダンススクール。

12:00～12:45Bien Who?
東京/神奈川で活動中の大編成ビッグコンボ。今年で結成10年。
女性ボーカルと３管フロントを中心にオリジナルアレンジでの演
奏が「売り」です。普段、様々な店でソロ活動をしている実力派プ
レイヤー達による、洗練されたサウンドをお届けします。
釡谷あかり （Vo）、
宮沢卓 （Tp）、
白神敬太（Tb）、
山口裕己 （Ts）、
杉山大樹 （G ）、
荻原聡文 （Pf ）、
杉本友子 （B）、
山本おさむ （Ds）

13:00～13:45

田園都市線（DT） 沿線に住む市内在住ジャズプレイヤーによる
ユニット。東京や神奈川のライブスポットに出演しているメンバー
が集まり、スタンダードからコンテンポラリーまで、様々なスタイル
の曲を、フレキシブルな感覚で演奏します。
Tomoko （Vo）、立野修史  （Ts）、和田忠也 （Pf）、中島達宏 （B）、
藤井知義 （Ds）

15:00～15:45Três cores
東京、神奈川のライブハウスやジャズバーで活動する、ボサノバ・
ジャズユニット。普段はボーカル、ピアノ、ベースの3人ですが、今
回は、ドラムを加えた 4 人で演奏します。ゆったりと心地よいグ
ルーヴと、おしゃれで洗練されたサウンドをお楽しみください。
高多裕子 （Vo）、和田忠也 （Pf）、野村晃介 （B）、藤井知義 （Ds）

14:00～14:45StepsDT Jazz Unit Plus
神奈川を中心に活動する大編成ビッグコンボコンボ。２管フロント
と女性ボーカルで、オリジナルアレンジのスタンダードジャズを演
奏します。緻密なアンサンブルと自由なアドリブによる、華やかで
パワフルなステージをお届けします。
霜島ミック （Vo）、
岡田銀蔵 （Flh）、
石黒貴大 （Ts）、
小川透 （G）、
荻原聡文 （Pf）

①11:00～ MIKU / HERO
②13:00～ 零 / Masaru
③14:00～ Dee / YOSHIKI

ロケット王子紙芝居
ロケット王子 星が大好きな王子さまと相棒
の猫タイタンが、憧れの「わっか星」を目指
して旅をするワクワク冒険物語です。リアル
なお話とファンタジーな世界がコラボレー
ションした新しい絵本の形を目指していま
す。現在プロローグ、1～6 巻を販売中。全
12巻。
当日は、絵本のプロローグより、王子さまが
宇宙を目指すまでのお話を紙芝居でお届け
します！
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KIN G OF SWAG
川崎を拠点に、最新の HIPHO P
カルチャーを全世界へ発信し続け
るダンスパフォーマンス集団、
KING  OF SWAG。
"川崎を世界へ"をスローガンに、
各メディア、SNS にて活躍の幅を
広げる。

住吉高校ダンス部 
中原区の
は 3 年生が引退してから最初の 1,2 年生だけでのステージになり
ます。見ている人に気持ちが伝わり、楽しんでもらえるように精
一杯踊るのでたくさんの声援をよろしくお願いします。

Shunsuke Takai
KING  OF SWAG メンバーで、 唯一の
R＆B シ ン ガ ー、Shunsuke Takai。 
HIPH OP 文化で培ったセンスで、
KING  OF SWAG 同 様、常にカッコよ
く、常に最新の HIPHOP カルチャーを
発信する唯一無二のR＆Bシンガー。

①12 :30～
②1 4: 50～YO&KAZANE

Free StyleFootball チーム "Team
Air Technician" から Yo（左）、
Kaza ne（右）の 2 人ユニット
"Teen Free" として登場！国内大
会優勝はもちろん、国際大会で
も常に上位の成績を残し、世界
中から注目されるプレイヤーであ
る 2 人の高いコンビネーション、
スキルの数々は必見！！

SO CIAL WORKEEERZ
音楽とダンスを通じて障
害あるなし関係なくイン
クルーシブな空間を作り
だす。
今回は 3名で踊ります。

Studio S .W.A .G .
KING OF SWAG のリーダー Dee
が経営する、川崎宮前町にある
HIPH OP ダンススタジオ。ダンス
業界では、誰もが知っている有名ダ
ンススタジオ。アジア、ヨーロッパ
などプロのダンサーもレッスンに通
う名門HIPHOPダンススクール。
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川崎区のかわさき保育会館にて全日本チャンピ
オンを輩出している老舗アームレスリングチー
ムモンスター道場の師範代。2017 年の第 16
回オールジャパンアームレスリング選手権大会
ライトハンド -70kg 級にて優勝。アームレスリ
ングを知らない方々が実際に体験してみて競
技の面白さ、ルールを理解することで観る楽
しさを知ってもらえるように活動しています。
是非体験してみてください。
当日は短時間でアームレスリングに勝てるコツ
を伝授します。
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McCANN' s Irish
武蔵小杉 IRISH BAR McCAN N
楽団。毎年３月に開催されるアイルラ
うパレードに BAR の楽隊と
して演奏しています。楽曲は、
アイルランド音楽の中でも「ジ
グ」や「リール」「ポルカ」と
いったダンス曲を中心に演奏
していますので、皆さんも是
非、手を叩き足を踏み鳴らし
て、一緒にアイルランド音楽を
楽しんで下さい。

h 楽団
N's の常連さんで結成されたアイリッシュ
ランドの祝日『セントパトリックデイ』を祝
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モニュメント

川崎日航ホテル

1 2 :00 ～1 2 :4 5Bien Who ?
東京/神奈川で活動中の大編成ビッグコンボ。今年で結成10年。
女性ボーカルと３管フロントを中心にオリジナルアレンジでの演
奏が「売り」です。普段、様々な店でソロ活動をしている実力派プ
レイヤー達による、洗練されたサウンドをお届けします。
釡谷あかり （Vo）、
宮沢卓 （Tp）、
白神敬太（Tb）、
山口裕己 （Ts ）、
杉山大樹 （G ）、
荻原聡文（Pf ）、
杉本友子 （B）、
山本おさむ （Ds）

1 3 :00 ～1 3 :4 5

田園都市線（DT） 沿線に住む市内在住ジャズプレイヤーによる
ユニット。東京や神奈川のライブスポットに出演しているメンバー
が集まり、スタンダードからコンテンポラリーまで、様々なスタイル
の曲を、フレキシブルな感覚で演奏します。
Tomoko （Vo）、立野修史  （Ts）、和田忠也 （Pf）、中島達宏 （B）、
藤井知義 （Ds）

1 5 :00 ～1 5 :4 5Tr ês core s
東京、神奈川のライブハウスやジャズバーで活動する、ボサノバ・
ジャズユニット。普段はボーカル、ピアノ、ベースの3人ですが、今
回は、ドラムを加えた 4 人で演奏します。ゆったりと心地よいグ
ルーヴと、おしゃれで洗練されたサウンドをお楽しみください。
高多裕子 （Vo）、和田忠也 （Pf）、野村晃介 （B）、藤井知義 （Ds）

14:0 0～14:4 5StepsDT  J azz Unit Pl us
神奈川を中心に活動する大編成ビッグコンボコンボ。２管フロント
と女性ボーカルで、オリジナルアレンジのスタンダードジャズを演
奏します。緻密なアンサンブルと自由なアドリブによる、華やかで
パワフルなステージをお届けします。
霜島ミック （Vo）、
岡田銀蔵 （Flh）、
石黒貴大 （Ts ）、
小川透 （G）、
荻原聡文（Pf）

アームレスリング日本チャンピオン伊東祐俊

【めっさん】
手品家 JV 川崎店の名物店長。子供から
大人まで幅広い層に支持されるコメディ
店長。大きい体に似合わない繊細な手品
をやります。
【ジキル】
キャリア 3 年にも関わらず計 900 ステージ
以上をこなす注目の新人ジャグラー 。
専門のジャグリングのみならずマジックも
こなすマルチパフォーマー。
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