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♪19:20 –20:20

21:00

交通規制解除

女神まつり期間中、駅前にある街のシンボル・
通称「女神像」の周囲を色鮮やかなバラで飾り
付けます

PERSONZ Special Live

SEAMO SPECIAL LIVE

交通規制解除

注目のスペシャルプログラム

自由が丘女神まつり インフォメーション

▲

11日（日）唯一無二のHIPHOPアー

会場マップやイベントプログラムは、オフィシャルウェブサイトほか
期間中に配布するガイドなどでご確認ください

（シーモ）
さん登場！
ティスト・SEAMO
2006年「マタアイマショウ」が超ロン
グヒット。東海地区最大級夏フェスを
立ち上げるなど各方面で活躍

■ガイド配布場所：駅前本部テント ほか
■公式サイト：自由が丘オフィシャルガイドウェブ

▲

12日（祝）バンド結成30周年を迎え

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

たロックバンド・PERSONZ（パーソ
ンズ）
。今年6月に行われた24年ぶり
日本武道館ライブも大成功、20thア
ルバム「夢の凱旋」もリリース

■公式アカウント：@megami2010 （公式ハッシュタグ「#女神まつり」）

第 回自由が丘女神まつり

20:00

iTSCOM×MUSIC ON TV（エムオン!）PRESENTS

駅ロータリー前の女神像が
秋のバラで華やかに

日ごろの感謝を込めて街を挙げての大イベント

♪19:20 –20:15

駅ロータリー・女 神 広場に

♪18:00 –18:30
ソプラノ ボーカル柴田智子
「燃える秋・愛の歌」

する同イベント︒

19:00

17:30 –18:20

由が丘最大のイベン

JBA 自由が丘美容師会ステージ
JIYUGAOKA COLLECTION 2015

11

自

18:00

スペシャルゲスト：ワタナベフラワー

13

設けた特設ステージ︵開催時間

16:35 –17:05
初風 緑レビューショー

の商店会による飲食

♪16:40 –17:40
井上あずみ&ゆーゆ
ファミリーコンサート

17:00

時〜︶をメイン会場に︑街中

16:00 –16:20
後藤みどり トークショー
「自由が丘のバラの生いたち」

や 物品販 売の ブース︑ワ ゴン

16:00

15:50 –16:20
ウルトラマン フジ・アキコ隊員
桜井浩子さん トークショー

日
︵日︶
・

15:10 –15:40
産業能率大学presents スペシャルステージ

11

回自由が丘

15:00

では計

15:05 –15:35
ミューア アフターヌーンライブ

10 43
月

14:10 –14:40
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

ト﹁ 第

14:00

14:15 –14:45
自由が丘絵画コンクール表彰式

女神まつり﹂
が

13:00 –13:55
オープニングセレモニー

12

日︵月・祝︶に開催される︒

13:00

♪13:00 –13:50

自由が丘商店街振興組合が

交通規制開始

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

日ごろの商店街利用に感謝を

12:00
拓殖大学

企画など街を挙げて展開する︒

交通規制開始

オープニングファンファーレ

セール︑ライ ブ︑子 ども 向け

10/12（月・祝）

込め︑幅広い世代が楽しめる

駅前特設ステージ

さまざまなプログラムを用意

第43回 自由が丘女神まつり

10/11（日）

vol.78
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■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）
※ 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

イベント会場 MAP
1

駅前中央会

3

パレード開催地域
10月11日（日）13:45〜
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

10 日（土）〜 12 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

・12 日（祝）12 時〜 20 時 30 分
11 日（日）
①みずほ銀行 駐車場
②みずほ信託銀行 周辺道路

夕方からは恒例のシャンソンライブ
「街角のシャンソニエ」ほか、クラウ
ンたちの楽しい「コメディ・パフォー
マンスショー」も◆ワインが楽しめ
るオープンカフェスタイルの飲食
ブース、ワゴンセールなど開催

5

①夕方から大人の本格ジャズライ
ブ♪西村協スペシャル LIVE（11 日）
♪杉原淳スーパーサックスセッショ
（12
ン（ゲスト vo. ナオミ・グレース）
日）②「JIYUGAOKA MARKET」
ではさまざまな花と植物のショッ
プ、ベーカリー、コーヒー、ジェラー
トなど人気のショップが出店します

2

7
4
9

4

8

広小路会

・12 日（祝）11 時〜 18 時
11 日（日）
タイムズ自由が丘第 11 駐車場

10

たのしい「ハロウィーン」のせかいに
にんきの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

・12日（祝）12時〜20時
11日（日）
GSパーク自由が丘

11

自由が丘で楽しむ 都市型フェス レ
ゲエ、ダンス、バンド、アイドルなど
幅広いジャンルのステージをお届け
します◆宮城県登米市名物・登米和
牛の「牛串」など飲食ブースも今年は
充実！◆「食の宝庫・茨城」霞ヶ浦の
おいしい食を集め、産業能率大学・岩
井ゼミが自由が丘で発信します。ぜ
ひ食べに来てください！

銀座会

KID’ S FIELD

1

広小路
ブロックパーティー
（三井住友銀行 提携駐車場）

南口商店会

秋のマリ・クレール
フェスタ 2015

2
3

©TOMY

メインステージ
自由が森林化計画ブース

※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
©2014 EPOCH CO,.LTD.

「自由が丘マルシェ」11:00 〜 18:00 ❻睦会 ❼ひかり街「落語・お作法講演会」11日13:00 〜／「音
❺中央会「シェフによる飲食ブース」
楽フェスタ」12日13:00 〜／「ワゴンセール」10日〜 12日ほか ❽自由が丘デパート ❾旭会 ❿美観商店街「エンジェルスクエア（美観
街飲食横丁、ストリートライブ）
」12:00 〜 18:00 ⓫しらかば通り会

ホイップるんの「自由が丘森林化計画」エコイベント 2015

本を森へ帰そう
〜自由が丘で森林化計画〜

10月11日（日）・12日（祝）13:00–17:00
駅前ロータリー本部テント

自宅にある読み終えた「古本*」をお持ちください。大量持ち込み大歓迎！
「お1人1回限り」で抽選会に参加できます。＊「古本」は一般書店で販売されていたものが対象です
古本の売上金は「自由が丘森林化計画」の緑化資金に充てさせていただきます

A賞
自由が丘産
「丘ばちはちみつ」

B賞
自由が丘モンブラン特製
「ホイップるんスイーツ」

森林化計画ブース

10月11日（日）・12日（祝）
12:00–18:00

自由が丘南口 あおぞら銀行 オアシスルーム（1階）

ハーブを植える子どものワークショップ
各日13時〜17時（先着20人限定）

Photo Challenge コカ • コーラ

参加賞
コカ・コーラグッズが当たる
抽選券プレゼント

自由が丘森林化計画の「ルーフ緑化自動販売機＊」でドリンクを購入し、パネル
と一緒に写真を撮ろう！その写真を森林化計画ブースへ持っていくとグッズと
交換できるよ。 ＊駅前ロータリー近く、南口緑道近くに設置

※抽選会は「森林化計画ブース」で実施

自由が丘オフィシャルガイドウェブ

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

＃自由が丘で森林化計画

