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15:00

14:55 – 15:25
自由が丘絵画コンクール表彰式
未来チルドレンプロジェクト

16:10 – 17:10

16:00

15:40 – 16:10

17:00

16:35 – 17:35
井上あずみコンサート

ZEAL STUDIOS SHOWCASE

JUN SKY WALKER(S)

全国 ホコ天 ストリートLIVE Vol.1
Supported by MUSIC ON! TV（エムオン!!）

ゲスト：アンサンブル・コノハ／マグロニカン

18:00

17:30 – 18:20
JBA 自由が丘美容師会ステージ

JIYUGAOKA COLLECTION 2018

17:50 – 18:30
宝塚OG 初風 緑によるレビューショー
EL-AMOR（エル・アモール）

19:00

19:20 – 20:20

19:20 – 20:20
自由が丘文化芸術大使就任記念

20:00

自由が丘に住んで30有余年。自由が丘

ラジオレギュラー番組「ジュンスカ

イーツフェスタで「自由が丘
スイーツ大使」を務め、自由

Re:STREET 〜 30年目の “ON” 返し」

が丘在住アーティストとし

の街を愛し、歌を愛し、芸術を愛する
八代亜紀さんが、満を持して今年の女
神まつりに初登場！今年3月には「自由

で、ホコ天フリーライブ企画を全国
から募集。その第１号に「自由が丘

て街を宣伝する「自由が丘

が丘×東京藝大アート＆デザイン・プ
ロジェクト」シンポジウムのパネリスト

女神まつり」で歩行者天国となる駅

アンバサダー」にも就任し
た、日本を代表するロック

前広場が決定！原宿ホコ天から誕生

ディーヴァ・相川七瀬さん

たえ、
「自由が丘文化芸術大使」を任命。

した彼らが「ホコ天」
に帰ってくる。

によるスペシャルライブ。

当日はステージ上で同就任式も行う。

も務めたことから、街はその活躍をた

イベント会場 MAP
駅前中央会
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パレード開催地域
10月7日（日）13:30～
拓殖大学吹奏楽部・自由が丘
バトンクラブによるパレード
が開催されます。

6 日（土）～ 8 日（祝）12 時～ 20 時
（※最終日は 19 時まで）

九品仏川緑道／マリ・クレール通り

シャンソンやコメディ・パフォーマ
ンスショーなどのライブステージ／
最新トレンドのファッションショー
「マリ・クレール コレクション」会場
からネット生放送も／名産品販売
「地方再生ストリート」／飲食ブース
／ワゴンセール／おもちゃ博

5

今年で10周年を迎える本格ジャズラ
イブ！ハイボールが楽しめるバーも
出演：杉原淳、五十嵐明要、原田忠幸、
ナオミ・グレースほか／自由が丘タ
ウンマーケットでは、話題の飲食店
や雑貨店が周辺道路に出店する

7
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広小路会

2

秋のマリ・クレール
フェスタ 2018

6

・8日（祝）12時～21時
7日（日）
みずほ銀行自由が丘支店駐車場
みずほ信託銀行周辺道路
SMBC日興証券自由が丘支店

南口商店会

1

沖縄フェス

4

8

KID’ S FIELD
・8 日（祝）
7 日（日）
11 時～ 18 時

10

・8日（祝）12時～20時
7日（日）
三井住友銀行 駐車場／ヒロストリート

沖縄の伝統舞踊「エイサー」や沖縄
民謡歌手らによるライブステージ／
沖縄企業ブース／ヒロストリート沿
いには飲食＆ワゴンブースが出店／
地元・玉川聖学院の学生による「ミ
サンガ」ワークショップ（～ 17 時）

銀座会

タイムズ自由が丘第 11 駐車場

たのしいハロウィンのせかいに、お
もちゃがあつまるよ！おおきなす
べりだい「ジャンボスライダー」
、
「トミカ・プラレール
まつり」
、
「シルバニア
ファミリー」ほか
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※イベント内容・開催時間など
の詳細は、期間中に配布するガ
イド（チラシ）
でご確認ください

駅前特設ステージ

❺中央会／西日本復興マルシェ、フレンチ屋台ほか ❻自由が丘一丁目睦会／ハロウィンワークショップ、クイズ大会ほか ❼ひかり街／落
語会、宮城県登米市物産展ほか ❽自由が丘デパート／模擬店、ワゴンセール ❾旭会／スーパーマリオのドーム型ふわふわ、子ども向け
模擬店ほか ➓美観商店街／各種飲食ブース、ストリートライブ ⓫自由が丘しらかば通り会／石川県金沢の物産販売、ねこ支援活動ほか

自由が丘女神まつり オフィシャルエコイベント

10月1日

・8日（月・祝）13:00〜17:00
10月7日（日）

から

「本を森へ帰そう」自由が丘駅前・特設コーナー
（※）

古本回収 不要になった本 をお持ちいただいた来場者に賞品進呈
● 古本市場 「自由が丘森林化計画」の活動資金に100円以上ご協力いただいた方に、お好きな本
を1冊進呈
●

（※一般書店で販売されていた書籍・雑誌限定）

「J-eco garden」あおぞら銀行オアシスルーム会場
緑多い街並みを目指す自由が丘商店街振興組合の緑化活動「自由が丘森林化計画」、同活動のメイ
ン事業で2009年から取り組む都市養蜂「丘ばちプロジェクト」の報告会やワークショップを開催

自由が丘オフィシャルガイドウェブ

自由が丘オフィシャルガイドウェブ
リニューアルのお知らせ

自由が丘商店街振興組合の公式サイト「自由が丘オフィシャルガイドウェ
ブ」がリニューアル！ 街の最新情報や約1300の店舗情報から、みなさ
んが欲しい情報にすぐたどりつけるようシンプルな画面デザインになり
ました。
「自由が丘女神まつり」の詳しい情報も、ぜひご確認ください！
お問い合わせ

自由が丘商店街振興組合

☎03-3717-4541
自由が丘インフォメーションセンター ☎03-5731-7274（受付時間：10時30分〜18時30分）

http://www.jiyugaoka-abc.com/

をはじめ︑自由が丘の商店会

今年5月開催の自由が丘ス

今年デビュー 30周年を迎えるロッ
クバンド「JUN SKY WALKER(S)」の

11

支部による飲食ブースや

八代亜紀

計

相川七瀬

JUN SKY WALKER(S)

10/8（祝）19:20〜

各種物販︑ライブ︑子ども向

♪注目のライブ

けイベントなど街中に広がる︒

10/7（日）19:20〜

今 年のテーマは﹁みんなで

♪注目のライブ

自由が丘﹂
︒子どもから大人

10/7（日）16:10〜

まで幅広い年齢層が来街す

♪注目のライブ

ることから﹁みんなで楽しみ︑

※ イベントの内容や時間など一部変更する場合がございます。あらかじめご了承ください

盛り上がり︑喜びを分かち合

交通規制解除

える︑みんなの街・自由が丘

21:00

交通規制解除

をみんなで作れますように﹂

八代亜紀 女神まつり
スペシャルライブ

との思いが込められている︒

JIYUGAOKA GOES ON
相川七瀬 Live

日の２日間開催される︒

14:50 – 15:20
自由が丘森林化計画 バラプロジェクト
コマツガーデン代表 後藤みどりさん
スペシャルトークショー

駅前ロータリー・女神広場

14:00

Road to 2019 ！

回自由が丘

ラグビー日本代表を応援しよう！

©2018 EPOCH CO,.LTD.
14:15 – 14:45
シルバニアファミリーとあそぼう！
わくわくステージショー

14:10 – 14:40

10 46

特設ステージでのプログラム

U.S. 7TH FLEET BAND Pacific Ambassadors
Special Live

月７日・８

13:00

46
10
月 日︵日︶
・ 日︵月・祝︶開催

13:00 – 14:00

13:00 – 14:00
オープニングセレモニー

第 回自由が丘女神まつり

交通規制開始

由 が 丘 最 大 の イ ベン

10月8日（月・祝）

12:00

交通規制開始

自

駅前特設ステージ

ト﹁ 第

10月 7日（日）
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女 神 まつり ﹂が

第46回 自由が丘女神まつり

2018
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