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Mika＋Rika （みかりか）

MikaとRika、
一卵性の双子姉妹。
Mikaは元大手総合商社勤
務、
Rikaは元財閥系企業のシステムエンジニア。

11：00〜 三郷市立丹後小学校 金管バンドクラブ

丸ノ内界隈でOLとして働いていた2人だが、
脱サラしてラップ
ユニットを結成。
翌年の2014年12月末には、
自分達の写真の

こんにちは。丹後小金管バンドクラブです。今年の部員は4年生17名、5年生19
名、6年生18名の全54名で楽しく活動しています。“一生けん命練習しよう”を
モットーに休み時間や放課後など少ない時間を使って練習しており、今回で
6回目の出場になります。
「全力、本気で笑顔かがやく丹後小」
めざして私達の演
奏が皆様の心に響くように演奏したいと思います。

肖像権・著作権を放棄し、
“日本初、
双子のフリー素材アイドル”
としてデビュー。
最近は大手携帯電話メーカーや某スナック菓
子のCM他、
講演イベントやメディアへ出演するなど、
活動の幅
を広げている。

11：30〜 三郷市立栄中学校 吹奏楽部

16：20〜 Poly Colour - quartette -（ポリカラ -カルテット-）

こんにちは、栄中学校です。
私たちは現在36名で毎日楽しく活動しています。夏の暑さにも負けない、明るく
元気な演奏をお届けできるよう、練習を重ねてきました。一生懸命演奏しますの
で、
ぜひお楽しみください。

三郷を拠点とするピアニスト/作曲家の川和愛を中心に、都内や近隣で活躍す
るプレイヤーにより構成されたユニット。Sax＆Fluteをフロントに、爽やかなボ
サノヴァや、皆さまにもお馴染みの曲をジャズアレンジでお届けします！美味し
いグルメと共に一緒に楽しみましょう！
Brian Seymour（Sax&Fl）/戸田佳邦
（B）
/多田タカヒロ(Dr）
/川和愛（P）

12：00〜 シトラ

17：25〜 ELLI-ANA (エリアナ)

映画音楽や世界のポップスなどをジャズ曲としてわかりやすくアレンジ。
また、
シ
トラでしか聞けないオリジナル曲などを披露します。

ギリシャ音楽バンドとして、
ギリシャ大使館、
日本ギリシャ協会、
エーゲ海学会、
Greeks of Japan、
ららぽーと新三郷などのイベントに出演。東京のギリシャレス
トラン、風の蔵、Spyro's（スピローズ）
などでライブ。
「レベティカ」
「ライカ」
と呼ば
れるギリシャの流行歌や、
ギリシャ民謡、古代ギリシャの賛歌などを演奏します。

神谷美子(Vo）/西脇定夫（Gt）/竹内秀雄（B）/原孝之（Dr）/杉谷和子（Key)

mao
（Vo&Gt）
/yoya
（Gt(bouzouki)）/吉島智仁(Dr）

13：05〜 大隅卓也Quartet＋安富祖貴子

18：00〜 式典（手話通訳あり）

AltoSax奏者、大隅卓也を中心にそれぞれ個性的かつ音楽的なリズムセッショ
ンプレイヤーで構成されるユニット。昨年同様ドラムには日本を代表するベテラ
ン・ジャズドラマー大隅寿男を迎え、今年は沖縄出身のソウルフルなジャズシン
ガー安富祖貴子をフィーチャーしてお送りします！！

イルミネーション点灯 キャンドル点火

大隅卓也（A.Sax）/大隅寿男
（Dr）/安富祖貴子(Vo）/岩崎千春(Pｆ）/西川てるまさ
（B）

14：10〜 INFINITY BOX

18：45〜 ミサト ミュージックメイツオーケストラ

ジャズスタンダードの名曲や日本の童謡、唱歌などを個性的にアレンジして演奏
するユニットです。普段はボーカル、
サックス、
ピアノのトリオでライブを行ってい
ますが、今回はベースとドラム入れた特別バージョンでお送りします。

毎回参加、地元のビックバンドです。
今年6月、J:COMの三郷市環境文化紹介でバンド及びメンバーが紹介されまし
た。老若男女の演奏するアマチュアバンドとして、令和初めの年のジャズ演奏
を、皆様と一緒に楽しく過ごしたいと思います。

かづみ(Vo)/宮田よし
（Sax）/山野友佳子（P）/牛山健太郎（B）/秋葉正樹（Dr）

15：15〜 船山美也子 special session featuring でじまようこ
三郷市出身のジャズピアニスト船山美也子が今夜のためにspecial bandを結
成。
ジャズシーンで活躍中の新進気鋭のミュージシャンたちと共に、
ヴォーカリス
トでじまようこさんをフィーチャーしてスタンダード、
ブラジリアン、
オリジナルな
どをお届けします!
船山美也子(P)/でじまようこ(Vo)/寺井雄一(T.sax)/トオイダイスケ(B)/柳沼佑育(Dr)

19：55〜 東京ブラススタイル

今年結成14年を迎えたガールズブラスユニット。斬新なブラスアレンジとはじ
けたパフォーマンスで、世界を魅了。今まで発売されたＣＤは13枚を数え、
日本
国内だけでなく、毎年の海外ツアーは大成功で、
パリでチャートインもしました。
今年はさらなる展開を期待されております。

レイチェル、
吉田梨紗、
中野栞(Tp)/岡本ちなみ、
永山千尋(Tb)/ニコ(A.sax)/
矢元美沙樹(T.sax)/かんあゆ(Key)/萩原実里(B)/MiMi（Dr）

※プログラム及び出演者は、都合により変更になる場合があります。

1 ９４団

37 ファーストキッチン

misato style
2019

やきとり

2 南蛮島のダイニング
キーマカレー、窯焼きピザ、
リゾット、ソフトドリンク、絶品ハイボール

会場マップ

かき氷、生ビール、フランクフルト、からあげ、タピオカドリンク２種

三郷中央におどりプラザ

(2019年8月17日オープン）
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3 ミサト食品

39 ダイニング もと木

ジャンボ炭火やきとり

タピオカドリンク、フルーツ氷

内
ト ！
ン よ
テ る
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特 べ
食
お食事エリア

市外グルメ

5 UMAMI食堂 捷の詩

タープ、
テント類可エリア

チキングリル、野菜煮込み、アルコールドリンク、
ノンアルコールドリンク

牛すじ煮込み、手羽先の肉詰め、生ビール、枝豆

で

三郷市内グルメ

4 ESN company

F 救護室･授乳室

（三郷中央におどりプラザ内）

※トイレ・授乳室のみ使用可能

からあげ、かき氷、ビール、サワー、ハイボール、ジュース

7 居酒屋 からっ風

41 下町天丼 秋光［浅草］
42 浅草もんじゃころっけ［浅草］
もんじゃコロッケ（プレーン・チーズ・明太子・明太もちチーズ）、
チーズ入りチキンから唐

第二大場川

手羽先から揚、玉コンニャク、生ビール

43 シュエット［つくば市］

通行禁止

8 カトルクレー

ス
クスプレ
つくばエ

マンゴーかき氷

9 イタリア食堂 nono
三郷ミートソース、パルマ産生ハム切り落し、かち割りワイン

10 春華堂
チーズズコット、
どら焼き、カステラ

11 マリエーヌ洋菓子店
マドレーヌ、フロランタン、
レーズンサンド、チーズタルト

40 肉の万世［秋葉原］
万かつサンド、ハンバーグサンド、ヒレかつサンド、
ドリンク(お茶類)、ビール

秋光天丼、秋光天丼ミニ、
とり天カラアゲ(2個入り)、たこやきの天ぷら(5個入り)

レジャーシート等
禁止エリア

6 手仕込み じゃんぼ からあげ

野菜のピクルス、豚肉ガーリックステーキ、つくば鶏からあげ

ジャズ

44 アオイ［つくば市］

キャンドル

フルーツかき氷、つくばみかんのかき氷パフェ、
濃厚ヨーグルトソースのフルーツかき氷、キラキラ光るかき氷

［館山市］
45 安西農園（NPO法人南房総農育プロジェクト）
南房総やきそば、
じゃがバター、さざえのつぼ煮、浜焼き貝

E 健康づくりブース
D 関東財務局PR

/ホストタウンPR（16:00~)

C つくばエクスプレスグッズ販売
B キャラクターグッズ販売

12 SUMIBI DINING わʼべこ

A 総合案内

シルバーの車が目印！

46 歌琉多コーポレーション［東松山市］
焼きとり各種、東松山名物みそだれビン・チューブ、東松山みそだれせんべい

47 長谷川広商店［さいたま市］
岩槻ねぎの塩焼きそば、からあげ、生ビール

48 行田ゼリーフライ本舗 たかお［行田市］

牛串焼き、上タン塩、イカ焼き

行田ゼリーフライ2ヶ入り、行田バーガー、行田青大豆粉入りからあげ

13 ふく天

三郷中央駅

たこ焼き、焼きそば、
リブステーキ

14 Lacheln 〜レッヒェルン〜
ハーブソーセージ、
クラフトビール

15 ローズジャンケンケバブ
ケバブ、生ビール、
ドリンク、かき氷

A
B

16 SEVEN

総合案内・救護室
総合案内
misato style 2019に関すること、
落とし物 など

キャラクターグッズ販売
三郷市マスコットキャラクター
「かいちゃん＆つぶちゃん」
グッズ販売

C
D

つくばエクスプレスグッズ販売
つくばエクスプレスグッズ販売
つくばエクスプレスグッズの販売

関東財務局PR

ホストタウンPR(プロジェクト推進課）

振り込めサギ等被害防止PR
一億円の重さ体験 他

ホストタウン事業ＰＲ、ギリ
シャ共和国紹介 (16:00〜）

E
F

健康づくりブース（健康推進課)
健康マイレージの新規申込会および１万ポイントプレゼント、
握力測定 他

救護室･授乳室（三郷中央におどりプラザ内）
迷子、
ケガ、
授乳、
オムツ替えなど

17 旬菜 あうん

22 グレイト橋本酒店

鳥のからあげ、枝豆、フランクフルト、生ビール、ソフトドリンク

アルコール飲料、ソフトドリンク、ホットスナック

18 ニッパチ

23 SKY GARDEN'S KITCHEN

かき氷、牛ハラミ串、シャリキンレモンサワー、塩焼きそば

ロングポテト、串焼き、チュロス、かき氷、揚げたこ焼き

19 ジョンノハットグ

24 富士見せんべい

チーズハットク、ポテトチーズハットク、
トッポギ

...........................................................................................

揚げスティック類、特製小松菜煎餅

20 中津からあげ 華鳥

25 猪瀬商店

大分中津からあげ、中津からあげなんばん

地元産小松菜入りホルモン焼きそば、かき氷、タピオカジュース

21 レインボー

26 蓮家
（れんや）

焼き団子(６種類)、和菓子(８種類)、芋羊羹、黒みつわらび餅

・・・・・・スイーツ・菓子あり

手羽先ピリ辛揚げ

・・・・・・アルコールあり

27 ビストロ マルシェ
チキンと小松菜のホットサンド、ローストビーフのホットサンド、
ローストビーフあさつきソース、スパークリングワイン、ワイン各種

28 手作りの店 和久井
わらび餅、みたらし団子、赤飯、芋ようかん

29 ありがとう
スイカ(カット)、メロン(カット)、わたあめ

30 ピザーラ 三郷店
ピザ（ピース売り）、フライドポテト、からあげ、
ドリンク、生ビール

49 加藤牧場［日高市］
ジェラートアイス各種

50 越谷小売酒販組合 三郷支部
生ビール、アルコール（各種）、ソフトドリンク
（各種）、オリジナルカクテル

51 JAさいかつ
枝豆、焼きトウモロコシ、三郷市産野菜の販売

52 三郷市とれたて野菜直売所 べじ太くん

生ビール、ハイボール、酎ハイ、ソフトドリンク、タピオカミルクティー

・・・・・・フードあり

38 北京老飯店 三郷中央店
小龍包、焼売、ゴマ団子、春巻、焼き餃子、チャーハン、焼きビーフン、上海ヤキソバ、
お茶、ジュース

32

アトリエ ダーシャ

揚げたてカレーパン、唐揚げ串、パリパリチーズ、ラスク２種、
レモンハイ

33 ますや
焼きトウモロコシ、かき氷

34

三郷煎餅

せんべい、あられ

...........................................................................................

35

沖縄きしみ〜る

サーターアンダギー、沖縄ぜんざい＆かき氷、タコス（2ヶ入り）、
タコライス、タコスえびせん

31 ゆんたく家

36 ＣｈａＣｈａ

沖縄そば、ブルーシールアイスクリーム、キャラメルポップコーン、
オリオンビール（瓶）、ソフトドリンク

冷凍フルーツ各種、フルーツチョコ、フルーツ飴、玩具水飴

※内容については変更になる場合がございます。

三郷市産枝豆無料振る舞い、子ども向けヨーヨーすくい

.................................................................................................................

53 三郷市くらしの会

小松菜入りコロッケ

三郷特産

夏の味覚
発見！

枝豆振る舞いコーナー
採れたて！ゆでたて！
三郷市産枝豆をぜひご賞味ください。
テント

52

時間

①１６：００〜 ②１７：００〜

先着

150 名
各回

三郷市はギリシャ共和国の
ホストタウンです
ホストタウンとは、東京2020大会に向
けて、参加国・地域との人的・経済的・
文化的な相互交流を図る制度です。

