
11/27（日）
14：00～16：30

しおさい2016 
スケジュール

Ruff練り歩き 16：00～
はじまりの祭り 19：30～

しおや展　 は会期中（11/1～30）開催（一部のぞく）
まなびや（トークイベント／ワークショップ）
しおや展（アート・デザイン展）
しおやおと（ライブ／祭り）

しおやおと Vol.8「塩屋と世界」 19：30～

100年続くお店、新しくはじめたお店。
店主たちが語る、

みんなの知らない塩屋の話。

塩屋には、空き家のまま取り残されている古い家が
数多くある。住みたい人も多いのに、もったいない！
家が傷んでいくのを食い止め、有効活用できないだ
ろうか？そんな疑問を解消すべく、建築、リノベー
ション、行政、不動産それぞれのプロをゲストに迎
え、古い家を活かすアイデアやノウハウ、役立つ助
成制度について語ります。

11/13（日） 13：00～15：00 
会場：しおみちゃんの家
山野大祐（G-FLAT）×島田陽（タトアーキテクツ）×
神戸市耐震推進課×スマイル
聞き手：森本アリ

古家再生 －塩屋の古い家、どうする？－
11/6（日） 14：00～16：00　入場料：¥1,000
会場：旧グッゲンハイム邸
卜部直也（真鶴町役場）×田中正人（都市調査計画事務所）
森本アリ（旧グッゲンハイム邸/塩屋まちづくり推進会）

塩屋と真鶴と美の基準
しおやあれやこれや Vol.5

出演者、コースは変更になる可能性があります。
ご了承ください。

集合：塩屋東市民公園
予約不要/参加無料/小雨決行

（変更時はFacebook・twitterでお知らせします。）
【悪天候の場合】

塩屋地域福祉センター（塩屋児童館）
（神戸市垂水区塩屋町4-3-9）
開場14：00　開演14：30

塩屋発！総勢27組が出演！

1/火
2/水

4/金
5/土

3/木・祝

11月

アトラクションさながら
まちを歩き回り、

潜む音を探す音楽会。
澄ました耳をご用意のうえ

お越しください！

映像、写真、イラストレーションなど多岐にわた
る分野で作品を発表し、「猫の小林さん」や
「BAU」シリーズも人気を集める神戸在住のアー
ティスト。「しおさい2015」では、ご近所の人たち
とともにインスタレーションを制作。塩屋駅前の
公園を1ヶ月間ジャックし話題を呼んだ。第2弾
となる今年も、サイトスペシフィックな作品を出
現させる。

会場：塩屋東市民公園

デコレータークラブ －衝動とその周辺にあるもの－
飯川雄大

南アフリカ出身のスコットランド育ち、神戸在住
で元塩屋住民のイラストレーター。2011年から
ミニマル・コミックシリーズの制作をスタート
し、2 0 1 4年、塩屋のまちを舞台に描いた『A  
Sh ioya  S to ry』刊行。現在、マガジンハウスの
Webマガジン『colocal』では「グレアムさんの神
戸日記」を連載中。本展では、彼が好きな塩屋の
風景の作品を展示。

会場：TRUNK DESIGN KOBE SHIOYA

Shioya Drawings
グレアム・ミックニー

期間：11/19（土）から1ヶ月

し
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お

商店主、まちの人たちの
トークイベント

塩屋をテーマにした写真や絵画、
イラストレーションを、

まちのいたるところに展示。
お店はもちろん、空き店舗や公園、
川にまでアート作品が出現します。

アート・デザイン展

こんなバラエティ豊かな人たちが
みんな塩屋在住なんて！

塩屋の素晴らしき才能から異才奇才までを
集めました。お楽しみあれ。

音楽イベント

愉快な店主たちと、まちのひとたちが
一緒にお祭り騒ぎ！

塩屋初心者の方も、どうぞ遊びにお越しください。

店主とお祭り騒ぎ編

番外編

ま
やび
な

11/6（日） 10：00～12：00
会場：旧グッゲンハイム邸
おおたけなおこ

お面づくりワークショップ
ワークショップ

橋本さんをお招きして、木や地面の整備の仕方を見
立てて頂き、みんなで山の小径を剪定したりして、木
洩れ日そよぐ気持ちのよい場所をつくるワーク
ショップです。

塩屋在住の絵本作家おおたけなおことともに、段
ボールや絵の具を使って世界にひとつだけのお面を
つくろう。画材やお面の飾りの持ち込み大歓迎！大
人も子どもも大集合！

11/17（木）・18（金）　10：00～16：00
会場：南谷（yumahareと澤井家をつなぐ山の小径）
橋本憲一郎（パーマカルチャー関西）

野いちご谷の木陰づくり

塩屋の“顔”ともいうべき大ベテランの2人がナビゲー
ターとなり、古い絵葉書を頼りに商店街周辺を歩き
回ります。ここだけの話を聞けることまちがいなし。

11/19（土） 13：00～15：00
会場：しおみちゃんの家（集合）
北川保幸（塩屋ふれあいのまちづくり協議会委員長）
松本徹（テツコの部屋）

シオヤマチアルキ3

店舗営業と出張理美容の2本柱で、家族4人それぞれ
が得意分野を活かして営業するヘアサロン。20年以
上前に出張理美容をスタートした秘話や、ショーウ
インドーのハーレーの秘密（？）、駅前でひときわ目
をひく広告づくりにまつわるエピソードなど、個性
的な商売の秘訣をホンゴウ夫妻が語ります。

11/24（木） 18：00～19：30 
会場：しおみちゃんの家
Hair works Coolホンゴウ/聞き手：山森彩

まちとヘアサロンの関係

塩屋で新しく商売をはじめた若手経営者に話を聞
くシリーズ、第3弾。今回は、駅前の黄色い看板で
おなじみ「鬼平コロッケ」と、多井畑線沿い・森医
院前にある「ヒーローズ薬局」の若手経営者2人
に、“ちょっとだけ”外からみた塩屋の感じや、塩屋
でのコミュニケーション、商いについて話します。

11/19（土） 17：00～18：30 
会場：しおみちゃんの家
鬼平コロッケ×ヒーローズ薬局
聞き手：山森彩

塩屋で商いをはじめてみたら Vol.3

塩屋の飲み屋には、どのお店にもわりと熱烈な常連
のお客さんがいる。それはママ（女将）たちのチカラ
が相当影響しているのではないか？お店に立ってい
るからこそ見えるまちの表情やあっとおどろくよう
なエピソード、店名や料理へのこだわりなど、日々に
ぎわう飲み屋のママたちの本音に迫ります。

11/20（日） 14：00～15：30 
会場：しおみちゃんの家
味処ななじゅう×たんぽぽ
聞き手：山森彩抽選会日時：11/25（金）～11/30（水） 11時～19時

塩屋のママたち Vol.1

57C-4

57C-4

57C-4

61D-2

55D-4

11/4（金） 開場19：00 開演19：30
出演：Ruff（中西悦子・鈴木 健一郎）feat.MANABU
Spicy Jam（old time）｜鈴木知代（piano）

会場：旧グッゲンハイム邸
入場料：¥1,000（予約／当日共）高校生以下無料

しおやおと vol.8「塩屋と世界」

【しおやおとvol.8～vol.14共通】

62C-4

商店街を抜けたところにある八百屋「みにとま
と」店主。フォトギャラリーと言っても過言では
ないくらい写真が常時展示されていて、見とれ
て野菜を買い忘れそうになるほど。あらゆるイ
ベントに出没し、常に最前線でシャッターを切
る、塩屋では知らない者など存在しないカメラ
マン。塩屋のアラーキー改めサワーキーとの愛
称が定着しつつある。

会場：みにとまと

塩屋の情景
澤勝弘

25C-3

コープミニ前の塩屋谷川で、大迫力の鯉流しや
七夕飾りがなされているのをご存じだろうか？
その作者、MORIHIDE TANAKAと塩屋中学校
がコラボレーションし塩屋谷川に新たな世界を
つくる。そんじょそこらのアーティストでは太
刀打ちできないほど、ダイナミックな作品に乞
うご期待！

会場：塩屋谷川

しおさい
塩屋中学校美術部・すぎのこ学級×
MORIHIDE TANAKA

64C-3

シオヤプロジェクトは、塩屋にゆかりのあるアー
ティストと参加者が塩屋のまちを遊ぶ企画。本展
は2016年6月に開催した、アーティストが本気で
品評するガチンコ・スケッチ・イベント「シオヤ・
スケッチショー」にて制作した作品をプロ・アマ
問わず展示。11/23 (水・祝)には2回目の「「シオ
ヤ・スケッチショー」開催も。（「まなびや」参照）

会場：神戸信用金庫

シオヤ・スケッチショー
シオヤプロジェクト

68C-3

塩屋にある、普段気にとめられていないありのま
まワン・アンド・オンリーな光景に新しい価値を
持たせ、塩屋の地域資源、共有財産、芸術作品とし
て名前をつけて、作品にしてしまう試み。観覧歩
き回りツアーも開催。

会場：まちのいたるところ
レディメイド・シオヤ

映像と空間を媒体とした作品を中心に、近年は海
外の滞在制作プログラムや国内外のグループ展
へ参加している塩屋在住のアーティスト。今回
は、アイスランド滞在中に撮影した、記憶、記録、
ループをテーマとした映像作品を展示する。

会場：しおみちゃんの家

アイスルランド
西脇エミ

57C-4

デクパージュ（切り抜き細工）歴35年。18世紀のフ
ランス、ルイ15世のフランス宮廷で花開いた美術
様式ロココ様式をデクパージュで表現します。ふ
ろーらるは、塩屋のまちに散歩する時に作者が必
ず立ち寄る大好きなお店。

装飾主義・ロココの世界 / 田附みのり
会場：ふろーらる 21C-3

元シオヤ薬局が、1ヶ月間限定のアートギャラ
リーに変わります。ちょうどいいサイズのギャラ
リースペースには、平面作品から立体作品まで
ジャンルを問わず、塩屋在住のアーティストたち
の作品が並びます。

塩屋の風景 / 郡司静雄
しおや日日 / シミズエリカ
海の町・堀之内・ちはやふる / シミズユウキ
佇むしおや / へちかみとぐんぐん
会場：元シオヤ薬局 65C-4

6C-3

「しおさい2014」から継続的に展示している、塩屋
小学校5年生が描く塩屋漁港の絵。のびのびとし
ていて、それぞれが個性的であっと驚くバリエー
ションとエネルギーにあふれている。多くの方に
ご覧いただきたい、「しおさい」の目玉企画。

会場：塩屋ビル1階 空き店舗

塩屋漁港の絵
塩屋小学校５年生

63C-3

写真家。1990年代から活躍、2000年、第26回木村
伊兵衛写真賞受賞。現在は国内外の美術展や作家
とのコラボレーション、文筆活動など活動の幅は
多岐にわたる。2015年、神戸・KIITOの招へい作家
として神戸にて滞在・制作。2016年に開催した個
展「縫うこと、着ること、語ること。」会場には、塩
屋の写真がずらりと並び塩屋の空気感が会場に
あふれた。今回は、塩屋の写真を抜き出して再展
示。11/19(土)にはオープニングイベント開催。

会場：784 JUNCTION CAFE

坂、階段そして海
長島有里枝

59C-1

木版画家。1950年、大阪生まれ。塩屋在住。第51回
関西国展にて新人賞を受賞。2015年から、塩屋の
全路地を文字通り網羅し、イラストマップを完成
させる「塩屋地図プロジェクト」を遂行中（塩屋駅
前エリアは既に完成）。本展では、まちの風景を描
いた版画作品を展示。西野氏が描く塩屋は、躍動
感にあふれている。

会場：喫茶 ティンカーベル

木版画のまち
西野通広

4C-4

1989年神戸生まれ、須磨在住。京都精華大学日
本画コース卒業。フォトコラージュ作家として、
「うそつく」と題した作品展を開催。本展では、写
真家の由留木康人とコラボレーション。塩屋の
まちで見つけた、気になる被写体の写真を使っ
たコラージュ作品・イラストレーションでうそ
つきます。
http://tororogohan.wix.com/343434

会場：喫茶 ティンカーベル

塩屋で うそつく
小夜｜由留木康人

4C-4

し
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塩屋で生まれ育ちギターを弾き続けてきた鈴木健一郎
と、海辺の家で海を眺めながら暮らしたいと移住して2
年、縦横無尽に活躍する中西悦子。ジャズやソウルを軸
に海や山、自然や日常から生まれるストーリーを音に
するRuff。筋金入りのアメリカのオールドタイムを奏で
るSpicy Jam。そしてビバップを愛する鈴木知代のスト
レートアヘッドなジャズをお楽しみに。塩屋世界系。

11/10（木） 開場19：00 開演19：30
出演：DJ：TAKESHI KOUZUKI｜vinylman
　　LIVE：Maguma｜Jomyak+下村唯

しおやおと vol.9「塩屋と宇宙」

コープミニ前の美容室「テキパキ」の上月さん、実は
ヨーロッパ遠征にも行くDJと、やはりなぜかフラン
スで大人気、satanicpornocultshopの中核を担う
バイナルマンこと今村くんのDJを中心に、みんな大
好き塩屋が誇る架空のアニソンシンガーMaguma
のミニライブ、去年の「歩き回り」で急坂で踊りまく
り電柱にぶら下がって度肝を抜いた下村唯くんのパ
フォーマンスがピリリとスパイスを加えます。シオヤ
クラブ系。

11/11（金） 開場19：00 開演19：30
しおやおと vol.10「塩屋の小池」小池照男映画祭

塩屋が誇る、実は「世界の小池」実験映像作家の巨
匠・小池照男の上映会。「となりの人間国宝さん」に
認定されたことで認知された方、も多いと思いま
す。篠笛演奏家そしてジャムおじさん（笑）という認
識の方も多いかも。実はキャリア30年以上、そして
スペインの映画祭にて特集上映が企画されるほど
の才人。この塩屋では振り返られたことのない奇才
の映像作品を一挙上映！

11/1（火） 16：00～18：00くらい
会場：塩屋商店街周辺

Ruff練り歩き

鈴木健一郎と中西悦子が、ギターとサックスの音色を
連れて商店街を練り歩きます。

11/1（火） 開場19：00 開演19：30
会場：旧グッゲンハイム邸

はじまりの祭り 55D-4

55D-4

55D-4

塩屋商店会の店主や参加アーティストが集結。昨年は
からずもカラオケ大会と化した祭り、今年はどうな
る！？どなたでもご参加ください。

11/12（土） 17：00～22：00くらい
会場：塩屋商店街のお店周辺

歌声酒場

フォークソングを中心に、河野良之がギター片手に飲
み屋を流します。皆さん一緒に歌いましょう！

11/23（水・祝） 開場19：00 開演19：30
会場：旧グッゲンハイム邸　司会：&ゴンザレス

塩屋のど自慢大会

店主たちの歌声と鐘の音が、築100年の洋館に響き渡
る！今年初めての開催、記念すべき第一回塩屋のど自
慢大会は無料で観覧できます＆飛び入り参加大歓迎。

11/27（日） 開場19：00 開演19：30
会場：旧グッゲンハイム邸

あとの祭り

「歩き回り音楽会」参加アーティストを交えて、しおさい
2016を盛大にしめくくります！お気軽にお越しください。

11/20（日） 開場13：30 開演14：00
会場：神戸少年の町カンパネラ記念ホール
　　　（問：078-751-0123）
入場料：無料

【番外編】 神戸アルディウインドアンサンブル
少年の町アンサンブルコンサート

66D-1

神戸で活動する吹奏楽団「神戸アルディウインドアン
サンブル」による、神戸少年の町での訪問コンサート。
当日は、吹奏楽の名曲から、子どもたちにも人気の曲、
そしてちょっと早いですがクリスマスの曲などを演奏
予定。どなたでもご来場いただけます。

11/25（金） 開場19：00 開演19：30
出演：糸音会（しおんかい）｜せとうちフレンズ

しおやおと vol.14「塩屋と伝統」

塩屋を中心に活動されている民謡会と弦楽アンサン
ブルが同じステージでっ！民謡を楽しむことで紡が
れた糸が、聴いてくだる方をも繋いで楽しみの輪に
なるように、との想いを込めて和気あいあいと音色
を紡ぐ糸音会。クラシックだけでなく、ポピュラーや
映画音楽、日本の歌なども取り入れて、楽しみながら
アンサンブルをされているせとうちフレンズ。伝統の
継承なんて固いこと言わずにたのしみまっしょい。

11/24（木） 開場19：00 開演19：30
出演：ウサギ団｜nature boy（スコッティと仲間）
モリナガマサカズ

しおやおと vol.13「塩屋と仲間」

塩屋駅でホームに降り立つ時、意外と多い楽器を背
負った人。そんな、塩屋でバンドやってる人大集合
～ってもっと居るだろうけど（笑）。麻植雅行率いるウ
サギ団と、かつてクモ男だったスコッティのバンド編
成と「歩き回り音楽会」を2年連続でにぎわせた、独
りでバンドな厚みを持たすモリナガマサカズの３
セット。

ピンクの妖精、伸びやかで表情豊かで心地良い甘
く優しいハスキーヴォイス、神戸を中心に活動中
のJazz Singer・Yuko Fairy・塚崎優子。
音楽団体「Musicasa」主宰。去年の「歩き回り」
でのコーラス隊の先導、定期的なクラシックを中
心とするプロデュース企画、舞台でも自らのキャ
ラクターを活かしたコミカルな役柄を多く演唱し
ている、米田良一郎。

11/17（木） 開場19：00 開演19：30
出演：塚崎優子｜米田良一郎

しおやおと vol.11「塩屋とうた」

シオヤソロアーティストショーケース。生まれも育
ちもメイドイン塩屋なレゲエシンガーとヒップ
ホッパーからニューカマー、爽やかなピアノ弾き語
り、鮮やかなギター弾き語り、そして台湾から１年
塩屋滞在をしている台湾草花系シンガーまで、ソ
ロアーティストを揃えました。

11/18（金） 開場19：00 開演19：30
出演：NAOKI｜JinY｜白川千世｜Ug Noodle
サニー

しおやおと vol.12「塩屋と私」

楽会音
り回
き歩
やお
しお
と
を
さ
が
し
て

歳末感謝祭を開催！
日頃の感謝を込めて、

ハズレなし！
抽選券をもらって、
昔ながらの

ガラガラくじにチャレンジ！

■ 1等は1万円の金券、500円～10円の金券、商店賞も
　豊富にご用意しています。
■ 商店会加盟店にて500円以上お買い上げの方に、
　抽選券を差し上げます。
　金券は商店会加盟店でご利用いただけます。

※抽選券の配布は24日（木）～
抽選会場：しおみちゃんの家

しおみちゃん通信

アーティストが提案するテーマをもとに、まちを歩き
回って好き勝手にスケッチ。午後は発表会を行い、
アーティストたちが本気で品評！辛口批評が飛び出
すガチンコ・スケッチショー第2弾！

11/23（水・祝） 10：00～16：00
会場：旧後藤邸
遠山敦×西野通広×山内庸資

シオヤ・スケッチショー

58D-4

【予約／お問い合わせ】
表記のないものに関するお問い合わせは、

しおさい2016実行委員会まで。

【しおやおとシリーズの予約・お問い合わせ】
旧グッゲンハイム邸　TEL：078-220-3924
E-mail：guggenheim2007@gmail.com
参加日、お名前、電話番号、参加人数を

ご連絡ください。
（メールの場合はこちらからの返信をもって予約完了とさせていただきます）

【店主とお祭り騒ぎ編のお問い合わせ】
しおさい2016実行委員会（塩屋商店会）

TEL：078-767-9408
E-mail：shioya.syotenkai@gmail.com

 号外！

12/土

19/土

13/日

20/日

24/木

WS 野いちご谷の木陰づくり 10：00～
しおやおと Vol.11「塩屋とうた」 19：30～

17/木

WS お面づくりワークショップ 10：00～
番外編 塩屋と真鶴と美の基準 14：00～

古家再生－塩屋の古い家、どうする？－ 
13：00～

WS 野いちご谷の木陰づくり 10：00～
しおやおと Vol.12「塩屋と私」 19：30～

18/金

番外編 シオヤマチアルキ３ 13：00～

塩屋のママたちVol.1 14：00～

塩屋で商いをはじめてみたらVol.3 
17：00～

番外編 商店街の達人になろう 10：00～

6/日

歩き回り音楽会 14：00～
あとの祭り 19：30～

27/日

WS シオヤ・スケッチショー 10：00～
塩屋のど自慢大会 19：30～

23
/水・祝

7/月
8/火

14/月
15/火

21/月
22/火

28/月
29/火
30/水

16/水

9/水

しおやおと Vol.9「塩屋と宇宙」 19：30～

番外編 flag2周年イベント 10：30～

番外編 flag2周年イベント 10：30～

番外編 神戸アルディウインドアンサンブル
少年の町アンサンブルコンサート 14：00～

まちとヘアサロンの関係 18：00～
歳末感謝祭スタート！

異文化交流会 11：00～

しおやおと Vol.13「塩屋と仲間」 19：30～

長島有里枝「坂、階段そして海」スタート
オープニングパーティ＠784 JUNCTION CAFE

10/木
しおやおと Vol.10「塩屋の小池」 19：30～

歌声酒場 17：00～

26/土

11/金

しおやおと Vol.14「塩屋と伝統」 19：30～25/金

※スタッフが先導し、観客が演奏を鑑賞しながら歩きます。
※途中からの合流もできます。※歩きやすい靴でお越しください。
※コースは住宅街になります。近隣の方へご迷惑がかからないよう
ご協力をお願いします。

57C-4

57C-4

55D-4

62C-4

67C-4

抽選会絶賛開催
中！！

（11/25（金）～
）

アレダレ（楽器と歌）
eComフラ（フラダンス）
うみへび会（トロンボーン）

おおたけなおこ（アコーデオンとうた）
小池照男（篠笛と能管）
佐川満男（歌手・俳優）

satanicpornocultshop（エレクトロ）
しおぱん（スチールパン）
スコッティ（ギターと歌）
鈴木 勝（ギター）

Spicy Jam（オールドタイム）
しおやキッズ音楽隊（児童合唱）
塩屋海の合唱団（コーラス）
塩屋楽団（管打団）

シオヤポッセ（ラップ）
糸音会（民謡）

せとうちフレンズ（弦楽合奏）
田山映二（腹話術）

dolce （豊明子・郭聖子/クラリネットとサックス）
NAOKI（レゲエ）
中澤昭江（篠笛）

ペ・ド・グ（トランペットいっぱい）
Maguma（架空のアニソン）
麻植雅行（ギターと歌）
松村初恵（オカリナ）
山本信記（トランペット）

Ruff（中西悦子・鈴木 健一郎/サックスとギター）
（50音順）

う　み

塩屋と似た、海と山が急激に接するすり鉢状の地形
を持つ、神奈川県の真鶴町。その類い稀な自然環境
と住環境を守るため、90年代に「真鶴町まちづくり
条例｜美の基準」を策定し今も守り続けています。
今回は、「美の基準」に魅せられて真鶴町の職員と
なった関西出身の卜部さんに「美の基準」のお話を
聞くとともに、塩屋のまちづくりガイドラインつい
て話し合います。

まなづる

小学生が塩屋のお店で実際に働いたり、店主に話を
聞いて徹底取材した内容を発表します。クイズあり、
モノマネ風の実演あり…どんな表現が飛び出すの
か、お楽しみに！

11/16（水） 10：00～12：00
会場：旧グッゲンハイム邸
塩屋小学校3年生

商店街の達人になろう

55D-4

55D-4

参加費：2,500円（1日）/定員：各10名（要予約）/持ち物：おむ
すび（おかずとお味噌汁は用意します）/服装：汚れてもいい
格好/予約・お問い合わせ：yumahare

参加費：1,000円/定員：30名（先着・要予約）/持ち物：筆記
用具/予約・お問い合わせ：旧グッゲンハイム邸 （「しおやお
と」参照）

定員：20名（要予約）/予約・お問い合わせ：旧グッゲンハイ
ム邸 （「しおやおと」参照）

（yumahare@gmail.com）

60C-2

未来ある子どもたちに繋げることのできる心豊かな
社会へ…をコンセプトに集い、繋がり、それぞれの思
いを発信する空間flag。大人も子どもも食に関わる全
てのことに目を向け対話が広がれば正しい食へのア
クセスも繋がり未来は明るい！そんな思いを込めて周
年イベントを開催します。

入場料：無料（映画は有料 1つ¥1,500、2つ¥2,500）
19(土)マルシェ＋子ども参加型ワークショップ/20(日)マル
シェ＋映画上映会（10:30～『Final Straw 自然農が教えてく
れたこと』／14:30～『都市を耕す エディブル･シティー』）

11/19（土）・20（日） 10：30～17：30

【番外編】 flag2周年イベント
小さなまちのムーブメント しおや映画祭

会場：flag （問：Facebook｜https://m.facebook.com/flaggshioya/）

開場はイベント開演の30分前になります。
入場料の表記のないものは無料です。


