
カフェステージ カフェで 1 オーダーディス・イズ・ショウタイム ￥1000+カフェで 1 オーダー

ステージ ショウタイム

ピエロハーバー大人気の

昭和ロマンショー♪

歌・ダンス・コント etc…

楽しくも懐かしい非日常の世界を

お楽しみください!

ご来場ありがとうございます♪

どうぞごゆっくり

フェスティバルを

お楽しみくださ～い☆☆
フェスティバルの性質上、

当日にイベントが

追加・変更場合がございます。

ご了承下さい。

sister's♡♡♡
24 日 19:00～

こんにちわ！本日はお越し下さり

ありがとうございます。

私達は姉妹で

楽しく元気なダンスを

踊りたいと思います！

笑顔をお届けできるよう

頑張りますので

よろしくお願いします（＾＾）

singing りる・あんじゅ
23 日 13:30/24 日 13:20

主に障がい者が、社会貢献を

目指し、特非)地球がよろこぶお店

りる・あんじゅを設立。そのスタッフ

たちにて結成された

Vo グループで震災

復興支援のイベント

に多数出演中

sister's♡♡♡
23 日 12:05/13:50
こんにちわ！本日はお越し下さり

ありがとうございます。

私達は姉妹で

楽しく元気なダンスを

踊りたいと思います！

笑顔をお届けできるよう

頑張りますので

よろしくお願いします（＾＾）

Tiny Tiny
23 日 12:45/14:40

30 歳サラリーマン２人組みユニット TinyTiny。

時々、気分が乗れば

堺駅前にて夜 9 時から

ストリートライブを行っています。

精力的にボランティアで

音楽を演奏しに

他府県、他国に行ってます。

差し入れ、喜んで受け取ります。

宜しくお願いします！

桃嘩蛇姫姉妹
23 日 12:40/14:25

桃嘩による創作フュージョンダンスに

薫&奈緒子、桃嘩共に

神秘的かつ

妖絶な演舞。

主に桃嘩の主催する

イベント等出演中。

hiro 島村
23 日 12:25/14:10

平成 J-POP

のカラオケにのせて

エレキギター

インストで

お送りします。

お楽しみに！

ひとし a.k.a ジン
23 日 13:10

今回も中国民族楽器の

二胡で出演させて頂きます。

今回は趣向を変え、

アイルランド民謡と沖縄の

音楽を演奏します。

今回も皆さんで

盛り上がっていきましょう！

Over Drive
24 日 14:15/15:40

大阪市立大学

アコースティックギター部所属の 2 人組。

大学祭、ボート祭等の

イベントで

演奏していますが、

外部でのライブ出演は

これが初めてです。

楽しみます！

Harica Beauty Belly Dance
24 日 15:05/16:30

ベリーダンスをベースに

ファンタジーなステージ

創りを目指しています。

Harica とはトルコ語で

「素晴らしい」「魅力的な」

の意味。

体験レッスン随時受付中。

http://harica/jp/

Lumiere Brass
24 日 12:20/13:35

大阪音楽大学に通う金管楽器を専攻。

１回生で結成された Lumiere Brass です。

"Lumiere"はフランス語で

"光"を意味する単語です。

金管楽器ならではの

“光”の様な

明るいサウンドを

お楽しみください♪♪

花鳥 Rec.
24 日 12:40/13:55

大阪を中心に

ゆる～い感じで

アコースティックな

音楽をやってます。

完全アマ志向、

でも

真剣にカッコイイ音を目指す

マイペースバンドです。

うどん-金管五重奏-
24 日 14:50/16:15

私達は大阪音楽大学に通う

１年生 5 人の金管五重奏

グループです！

幅広いジャンルの曲を

演奏致します！

今日は皆様に

楽しんで頂けるよう

心を込めて演奏致します♪

Hacoseco～ハコセコ～
24 日 12:05/13:00

大阪市内中心にマイペースで

ライブ活動しています。

ギターとヴォーカルの大人なユニット

洋楽ＰＯＰＳを

素直な歌唱とギターで

シンプルに爽やかに

お届けします。

こんにちは～！中村優 ま

に旅行ができますよね♪

今回は、最近、国旗変

なんとこちらの国、私が

らしいです。多くのアイ

見かけなさそうなものが

です★また、はちみつも

そして、自然も抜群

を体感！でも、私の中で

日頃の疲れも吹っ飛び

夢の中に入り込んじゃ

夢からさめたら次の国

井上恵一
24 日 14:35/16:00
大阪出身シンガーソングライター

井上恵一の作る

独自の世界観！

アトラクション型

エンターテイメントライブ

”井上恵一ワンダーランド”

より歌うピエロの

イベント参加が決定！

HOIHOI
24 日 15:20

フラ大好きメンバーが集まって

昨年の秋にグループ結成。

初心者も多い中、

月に２回は集まっては

緩やかなフラを

楽しんでいます。

Tiny Tiny
23 日 19:00～
30 歳サラリーマン２人組みユニット TinyTiny。

時々、気分が乗れば

堺駅前にて夜 9 時から

ストリートライブを行っています。

精力的にボランティアで

音楽を演奏しに

他府県、他国に行ってます。

差し入れ、喜んで受け取ります。

宜しくお願いします！

ディス・イズ・ショウタイム SPECIAL ゲスト！

出演・出展希望の方

プロ・アマ問わず

楽しみたい方

常に募集してます！

興味を持った方一度お店の

方にご来訪ください！

ご予約絶賛受付中

23,24 日 12:00～23.24 日 19:00～
夢想 Travel✈ No4. New Zealand

那です^^ 私は海外に興味を持つ女子大生です。頭の中でだと自分が思うま

ということで、仮想的な旅行を楽しもうというコーナーです。

更のことで話題となっているニュージランドへの旅行です。

愛してやまないアイスクリームの消費量が世界一！！

スクリーム屋さんがあります。さらに、日本であまり

たくさん。ふわっとパリッのコラボレーションがサイコー

有名なのではちみつと一緒に食べてもおいしそうです。

！クライストチャーチでホエールウォッチングや気球に乗りナイスビュー

の一番は、ワイトモ鐘乳洞です。

そうなくらい素晴らしいです。

いそうですね。
に行くとします！



「2015 年 江坂ピエロハーバー秋祭」

http://osaka-ky-artfestival.jimdo.com/

えさか芸術文化館ピエロハーバー
営業時間 10:00～23:00

吹田市江坂町 3-2-1(地下鉄「江坂」駅⑤番出口から徒歩 7 分)

http://esaka-pierrot.jimdo.com/

TEL 06-7897-8563 E-MAIL pierrot@jcom.zaq.ne.jp
●お車でお越の方は、近隣のコインパーキングをご利用下さい。

出演・出展参加者大・大・大募集中だよ～☆
ダンス、演奏、マジック、落語、フリマ、ハンドメイド、似顔絵などなど。。。

“食べて・飲んで・見て・触れる”
☆五感を刺激する夢のフェスティバル☆

カフェステージでは、吹田で活躍中のサークルや、地元大学生たちが

大集結しパフォーマンスを披露！

そして出展ブースは、バザーやハンドメイド雑貨など

あれやこれや目移りするものばかり♪

江坂の新しいパワースポット/町興しに、楽しく一緒に参加しよう！！

インタビュアー突撃隊長☆河田よし江ですｗ

このコーナーは北摂で活躍する女性にスポットをあて、

「この人、素敵！」と思った方を突撃取材し、紹介するコーナーですが、

今回は、インタビューアーの私「河田よし江」の事をお話します♪

えさか芸術文化館ピエロハーバーを運営している劇団 StageSSZakkadan 所属

役者だけでなく、市民参加型劇団・座・大阪市民劇場の制作担当

また、各種イベントで何かしら、運営側をさせて頂いてます♪ めっちゃ楽しい♪

そんな私のもっとうは「人が集まれば何かが生まれる」です。

自分一人ではできない事もみんなでやればできる♪色んなアイデアが生まれ、無限の可能性が生まれるんです♪

素敵すぎる（笑）なので、時々、表現者が集まる「関西表現者の集い」という交流会もやってます。

ただ今、絶賛仲間を募集中！ 演劇やってみたい人・やりたい事をカタチにしたい人・文化を発信したい人

是非、「ピエロハーバー」までご一報下さい♪ 追伸：ブログやってます♪ 河田よし江 ブログで検索してね♪

～「江坂のえさかやさかいバザール」開催！～

おうちに眠っている、まだまだ使える物をご提供ください♪
★1～3 点→引換券 1 枚進呈!!

☆4 点以上→引換券 2 枚進呈!! (NG…飲食物/危険物 etc)

※バザー品も￥50～楽しめる気軽な”ご当地バザール”です♪

ヘイユー記者、ヘイユー取材班などなど、あなたのアイディア・興味あるコーナーで

楽しく一緒に交流しながら情報紙をつくりませんか。詳しくはピエロハーバーへ。Hey You!! (0 6- 7 89 7- 8 56 3 )

「ヘイ・ユー」 平成 27 年 12-月 25 日発行 発行元：ヘイ・ユー編集部(事務局はピエロハーバー内)

1 月 23(土)24(日)

屋外ブース無料/店内 1 オーダー

その他、子ども会・祝賀会・二次会なども大歓迎！(3000 円コース～)
「ステージで余興がしたい！」「ご当地劇場がみたい！」などなど、お好みのパーティープランが可能です！

ココでしかできないパーティーが、忘れられないメモリアルの１コマになる☆

忘年会・新年会はピエロハーバーで！！

☆お申込・お問合せは、ピエロハーバーへ☆ お気軽にご連絡ください♪

屋外ブース 1F カフェ/レストラン 2F 江坂スタジオ 屋外ブース 1F カフェ/レストラン 2F 江坂スタジオ

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

23 日（土） 24 日（日）

■江坂わくわくピエロ祭 当日プログラム■お店の営業時間は 10:00～23:00

ディス・イズ
ショウタイム

19:00～

フリーマーケッ
ト/バザー/展示
11:30～17:00

カフェステージ

パフォーマンス

12:00～1７:00

座・大阪
市民劇場(稽古)

11:00～16:00

ディス・イズ
ショウタイム

19:00～

※イベントの性質上、プログラムが突然変更になる場合もございます。ご了承ください。

カフェステージ

パフォーマンス
12:00～15:０0

フリーマー

ケット/

バザー

11:30 ～

17:00

Naka Culture World 公演

時間の中で生きている強かな現代人と、ドジで親切すぎる死神。

歌とダンスを交えてお届けする、あの日あの時あの街角の、

どこにでもあるバス停に巻き起こる不条理劇。

◆1月 30 土)15:00～/19:00～、31(日)19:00～◆￥2000(当日￥2500)

ドリンク別(￥500)◆えさか芸術文化館ピエロハーバーにて

http://osaka-ky-artfestival.jimdo.com/

