5/26 sat
11:00

Ai ファクトリー

11:40

山田祥子

12:15

邦助
しゅんすけ
いくお
yuka*

5/27 sun
( 手話うた / ダンス ) 歌っておどって楽しいステー
ジを、Ａｉファクトリーの仲間たちでお送りしま
す。みなさんも一緒に楽しみましょう♪

２０１８

11:00

Ruto

( アコースティック ) 心を込めて弾き語ります。

11:40

ふうどばんく AGAIN

(トーク)ふうどばんくAGAＩＮメンバーによるステージ

( ポップス ) 仙台市出身のシンガーソングライ
ター。多数のＣＭソングを歌い、小学校での講演
や福祉施設での音楽講師を行うなど多方面で活躍
中。http://www.yamadashoko.com/

石油ファンヒ-タ-ファンクラブ(ポップス)石油ファンヒ-タ-を愛する者たちからのオマ-ジュ
KATZEN STUDIO

( 即興演奏 ) キーボードと DJ による即興演奏

失語症？チャンネル

( トーク ) 失語症と診断された 70 歳柳沢澄男によ
る人気 YouTube 番組の公開収録

石巻日日こどもラッパ-ズ

(ポップス)石巻のことを伝える小学生ラッパ-ヒロム

13:00

Sweet Little Soul

( アコースティックブルース ) 今年は結成 20 周年記念。よ
りソウルフルな Kayano のブルースをお届けします。

13:40

古関ひかる

(ポップス)仙台を中心に音楽活動させて頂いております
夢に向かってガムシャラに前へ進んでいます！

13:50

高花早輝

( アニソン ) アニメ大好き仙台育ち！元気が取り柄です！
パワフルにロックなアニソンをお届けします。

14:05

成海杏美

( ポップス ) 歌とダンスであなたにパワーを届けます！成
海杏美、地元・宮城での初のステージです。

14:25

鳥谷部天水

( アコースティック ) 斬新な言葉と自身のユ-モアさを融合
させた鳥谷部天水感溢れる曲たちに注目して下さい！

14:50

秋元慎太郎＆井月ケンジ

( ポップス / 秋元 ) コブクロに憧れ歌手を目指し大阪でス
トリートミュージシャンとして活動後東京に上京
( アコースティック / 井月 ) 山形出身のシンガーソングライ
ター。今年から拠点を東京に移し、更なる飛躍を目指す。
(アコースティック)ギター歴５０年のフォークおやじでござ
います。

( ポップス ) 声優を目指す弱冠 20 歳のアイドル
今年度ミニアルバムデビューを果たす
( ハーモニカ / ギター ) オリジナリティあふれる歌
唱と癒しのハーモニカが魅力のしゅんすけ。本日
はご家族とのデュオでお送りします。
( ダンス ) 大好きな嵐を踊ります！

( ポップス ) パワフルな歌声に注目してください。

ライブ
ステージ

ひー・ふーみ

( 手話ソング ) 聴覚障害を持つ母親のサインボーカ
ルと娘のボーカルによる手話ソングユニット。二
人の手と声と心で奏でる音楽。見て聴いて感じて
下さい。オリジナルＣＤ・ＤＶＤ発売中。

YUYU

( アコースティック ) 仙台を中心に活動している、シン
ガーソングライター YUYU( ゆゆ ) と申します。
私はバルーンアートもやりますので是非来てくだ
さい！

相澤翔子

( ポップス ) 生まれも育ちも仙台！
牛タンが世界で一番大好きな相澤翔子です！
オリジナル曲『parsley』も披露するので、一緒
に楽しんでください

14:35

萌江

( アコースティック ) 石巻出身直球怨念型シンガーソン
グライター！ほやを愛しほやの歌をうたう！また、
毎週火曜 17:30〜DateFM「VOICE GENIC」
のパーソナリティも務める！

15:30

ゆん

( アコースティック ) ウクレレで色んな曲をアレンジす
るのが好きです。演奏はまだまだですがゆる〜い
ステージをするのが目標です。

15:20

EEMEE

吉野カツヒコ

( アコースティック ) ギアコースティックギターを
たたきながら、押尾コータローの曲や JPOP の名
曲を演奏します。

16:00

ぜんりょくボーイズ

13:00

13:40

14:10

16:10

art-in.org

(ポップス)なんと！朝 7 時から LIVE を行うボーイ
ズグループ。そして、たぶん東北一のイケメン６
人！現在、世界初の通勤通学前に楽しめるエンター
テインメント「早朝 LIVE」を週三回開催中！
常に「全力」で挑み続ける彼らを見逃すな！

美味し
いお
菓子
の
出
店
も
あ

in ぶらんど〜む一番町

○認定NPO法人
スペシャルオリンピックス日本・宮城

アート
マルシェ

11:00〜17:00

衣類・雑貨

○バルーンアート

○東北リレーションシップ

26日 15~16 半

ワークショップ・お絵描き缶バッジ作り・間伐材を
利用したうちわ作り・山形県のゆるキャラガチャポン

手作りアクセサリー

手作りマスコット・雑貨

クッキー・パウンドケーキ・ブラウニーなど

○エフブンノイチ

パンチングレザー商品・陶器・さをり製品

○AngieM

廃材アート・絵葉書・アクセサリー

いずみ授産所

エプロン・ティッシュケース・刺繍布巾・アクリルたわし
クラフトかご・マグネット・羊毛フェルトストラップ

なのはな会

さをり製品・木工製品

他

（Ai GALLERY 内）
○一歩一歩福祉会 仙台もぐらの家

○私の手作り

○社会福祉法人

27日 11~12 半 /14~15 半

入場無料のミニライブを開催！
くつろぎスペースでティータイム
をしていきませんか？
ぜひ３F までお越しください！
展示もやってるよ！

○アート・インクルージョン ファクトリー

○さくらんぼ共生園

○社会福祉法人愛子会

YUYU

T シャツ・CD・新聞の配布

アクセサリー・ポストカード・画集など

手作り雑貨

Music Art vol.3

○石巻日日こども商店

○ぐるぐるめー

art-in.org

す
ま
り

出店紹介

はまゆう

○NPO 法人ふうどばんく東北 AGAIN

活動広報ブース展示・食品寄贈の呼びかけ受け取り

○クリエイティブ笑未 Bricolage

アクセサリー、小物などハンドメイド商品

○一般社団法人 はぴかむ
就労継続支援 B 型事業所

はぴかむ

焼き菓子＜ｸｯｷｰ･ﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ・ｼﾌｫﾝｹｰｷ等＞
コーヒー・手作り雑貨

○コッペ

クッキー・ケーキなど

アート
ワーク
ショップ
バリアフリーなアート市で
仙台四郎に扮したパルコキノシタさん
と一緒に巨大絵巻を描こう！
できた絵巻は Ai GALLERY にて
６月中に展示される予定です。

