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13

日・

Road to 2020 Special Session

13:30 – 14:00
自由が丘絵画コンクール表彰式

15:00 – 15:30
「自由が丘のバラ」
後藤みどりスペシャルトークショー

14

JAZZ-21 Live

16:50 – 17:20
スター☆トゥインクルプリキュア
ダンスお姉さんとおどろう！変身ダンスレッスン会
17:40 – 18:30
JBA 自由が丘美容師会ステージ

16:30 – 17:10
井上あずみ&ゆーゆ
ファミリーステージ
with アンサンブル・コノハ
17:40 – 18:20
宝塚OG 初風 緑によるレビューショー
『Purpure Rose（パーピュアローズ）
』

JIYUGAOKA COLLECTION 2019
19:20 – 20:20

19:20 – 20:20

iTSCOM×MUSIC ON! TV（エムオン!）presents

支部による飲食・物販ブ
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をはじめ︑自由が丘の商店会

計

昨年「自由が丘文化芸術大使」に就任した
八代亜紀さんが、自由が丘駅の改名90
周年×「鉄道の日（10/14）
」を記念し、自
由が丘駅1日駅長に就任！ステージ終了後、
駅長として改札でお客さま案内や列車監
視などの業務も行う。さらに、八代さんに
よるホーム案内音声を収録した「入場券付
き記念CDセット」限定846枚を販売予定。

ース︑ライブ︑子ども向けイ

米海軍横須賀基地を拠点に活動する第7艦隊音
楽隊「パシフィック・アンバッサダーズ」は大編成
のショーバンド。レパートリーはビッグバンド時代
の音楽からモダンポップ、トップ40ヒット曲、国
際的なポピュラー
音 楽までと多 彩！
迫 力 の 演 奏をお
楽しみください。

ベントなど街中に広がる︒

八代亜紀 自由が丘1日駅長
任命式・トークショー

今年のテーマは︑来春完成

10/14（月・祝）14:10〜

予定の自由が丘のオリジナ

から渋谷ハチ公前で路上
ライブを行い、同年9月メ
ジャーデビュー。数々の
ヒット曲と、ミリオンを記
録するアルバムをリリー
ス。結成20周年の今年、亀田誠治、澤野弘之、D・A・
Iなど豪華制作陣を迎えた記念オリジナルアルバム「Do
をリリース。ライブツアーも予定されている。
As Infinity」

注目のプログラム

U.S. 7TH FLEET BAND
Pacific Ambassadors

ドゥ・アズ・インフィニティ

1999年結成。デビュー前

10/14（月・祝）19:20〜

ル の バ ラ に ち な み︑
﹁Ｔｈｅ

Do As Infinity

♪注目のライブ

Ｒｏｓｅ〜自由が丘のクオリ

10/13（日）19:20〜

テ ィ ー﹂
︒間もなく誕生する

♪注目のライブ

街 の 思 い が 詰 ま っ た バ ラ に︑

※ 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

﹁ 日 頃 の ま ち づ く りへの 思 い

交通規制解除

交通規制解除

をみなさんに伝えられたら﹂

アコースティックスペシャルライブ

との願いを重ねた︒

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

Do As Infinity

日の２日間で開催される︒

15:00 – 16:00
金沢ジュニア・ジャズ・オーケストラ

駅前ロータリー・女神広場

15:50 – 16:30
自由が丘音楽大使
ソプラノ柴田智子＆シンガーズ
「Music of Roses 〜音楽のバラ」

特設ステージでのプログラム

14:10 – 14:30
八代亜紀 自由が丘1日駅長
任命式・トークショー

回自由が丘

月

14:15 – 14:45

10 47

月 日︵日︶
・ 日︵月・祝︶開催

12:50 – 13:20
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

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

12:00 交通規制開始

拓殖大学

由 が 丘 最 大 の イ ベン

オープニングファンファーレ

10月14日（月・祝）

ト﹁ 第

12:00 交
 通規制開始

駅前特設ステージ

自

10月13日（日）

女神まつり﹂が

第47回 自由が丘女神まつり

編集人：西村康樹・後藤良子／デザイン：安部彩野／ホイップるん作者：ササキミツコ

イベント会場 MAP
1

駅前中央会

3

パレード開催地域
10月13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。

秋のマリ・クレール
フェスタ 2019

6

12 日（土）〜 14 日（祝）12 時〜 20 時
（※最終日は 19 時まで）

・14日（祝）12時〜21時
13日（日）

九品仏川緑道／マリ・クレール通り

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
野村證券自由が丘支店・地下1階

会場全体に響き渡る「シャンソンラ
イブ」
、
「コメディ・パフォーマンス
ショー」などのステージ／ワインが
そろう「フードブース」／名産品販売
「地方創生ストリート」／恒例「ワゴ
ンセール」
「おもちゃ博」も

5

オープンエアステージで本格ジャズ
ライブ！出演：五十嵐明要、原田忠幸、
ナオミ・グレース、本田富士旺トリ
オほか／「自由が丘タウンマーケッ
ト」では話題の飲食店・雑貨店が出
店／「北海道の魅力展示会」ほか

2

南口商店会

7
4
9

広小路会

1

沖縄フェス

4

8

KID’ S FIELD
・14 日（祝）
13 日（日）
時〜
11
19 時（14 日は 18 時まで）
タイムズ自由が丘第 11 駐車場

10

・14日（祝）12時〜20時
13日（日）

三井住友銀行 駐車場／ヒロストリート
ほか

会場全体に広がる「飲食ブース」と
「お土産ストリート」には沖縄の人
気グルメや物産品が大集合！／特
設ステージでは、沖縄の伝統芸能
「エイサー」や沖縄発バンドほか出
演／ワーク
ショップ、ワ
ゴンセール
ほか

銀座会

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」や「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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2
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3
J-eco garden 会場

駅前特設ステージ

※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

❺中央会／飲食、占いストリート、西日本支援マルシェほか ❻自由が丘一丁目睦会／あおぞらチャリティー抽選会、子ども向けワークショ
ップほか 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、ワゴンセールほか ❾旭会／ふわふわスーパー
マリオ（エア遊具）
、模擬店ほか ❿美観商店街／飲食、ストリートライブほか ⓫しらかば通り会／ワークショップ、ねこ支援活動ほか

自由が丘展〜味わい尽くそう 自由が丘！

自由が丘女神まつり オフィシャルエコイベント

自由が丘森林化計画 J-eco garden
主催：自由が丘商店街振興組合・環境部

《第1会場》 三井住友銀行自由が丘支店（SMBC自由が丘ビル）前
12時〜18時（予定）
＊「世界で一つだけの自由が丘のバラ」名前募集 受付
＊「コマツガーデン バラ販売」
（13日のみ、コマツガーデン後藤みどりさん在店）

＊「本を森へ帰そう」古本回収・古本市場
＊ ワークショップほか

詳しい情報は

・14日（月・祝）
10月13日（日）

《第2会場》 あおぞら銀行フィナンシャルオアシス自由が丘・
オアシスルーム
12時〜17時
都市養蜂「丘ばちプロジェクト」
、食廃油で走る無料コミュニ
ティーバス「サンクスネイチャーバス」など、自由が丘の街の
取り組みを紹介する展示ブース／ワークショップほか

自由が丘オフィシャルガイドウェブ

・14日（月・祝）12:00〜17:00
10月13日（日）
北口／ひかり街（上記マップ⑦）2階集会場
協力：自由が丘オフィシャルガイドブック委員会、 東急（株）
時代とともに変化したもの、またずっと変わらずあ
り続けるものとは─自由が丘の街の誕生から現在
まで、当時の様子を伝える貴重な写真や映像、関
連書籍などを通して、自由が丘の軌跡をたどります。
1955（昭和30）年当時の「自由ヶ丘」駅前の風景（石井力氏撮影）

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

