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オープニング
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相川七瀬 自由が丘アンバサ
ダー・スイーツ大使任命式

自由が丘
バラプロジェクト
後藤みどりスペシャル
トークショー
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やってくる！
ザー
サボテンブラザーズ
由
〜すてきな自由が丘

相川七瀬
ブ
スペシャルライブ

お菓子の家 除幕式
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夢スイーツ
コンテスト
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等
等学
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ア LIVE
ゴスペル・クワイア

SAMの
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こどもの日
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駅前特設ステージ
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憲法記念日
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トラ部 Live
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自由が丘女神広場

GW

13:50 – 14:20

14:40 – 15:10

15:25 – 15:55

16:15 – 17:15

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

自由ヶ丘ウインド
由ヶ丘ウ
ケスト
オーケストラ
サート
コンサート

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

井上あずみ＆ゆーゆ
＆ゆ
＆
ンサー
ファミリーコンサート
オープニングアクト：
ト：
マグロニカン

13:00 – 13:20

13:35 – 14:05

14:20 – 14:50

15:10 – 15:40

16:00 – 17:00

日本体育大学
荏原高等学校
ダンス部

みゅーまる
「ファミリー・
」
コンサート」

CAVE（壁）
Special Live!!
〜 Candy 〜

Fevbre（フェイブル）
2018

初夏の風〜
ノ
柴田智子ソプラノと
ーモ二―
テナーのハーモ二―

スイーツフェスタ・
スタ・
ライブ
スペシャル・ライブ

南口商店会

しらかば通り会＆広小路会

Jiyugaoka

GSパーク自由が丘駐車場

おもちゃ博 in

「レトロフェス！」
／しらかば通り周辺

九品仏川緑道・
マリクレール通り周辺

5月5日（土）〜6日（日）
12時〜17時（ステージは19時まで）

5月3日（木）〜5日（土）

ステージ：5日＝サムライブ（殺陣
ショー）
、アシタカラー（ライブ）／
6日 ＝DJ OKUMURA、DJ BOSS
（DJプレイ）ほか フードブース、
猫の支援活動「自由が丘ニャンとか
しよう会」ほか

12時〜17時
入場無料（一部有料）

「トミカ」
「プラレール」プレイ
コーナー、ほんもののスイー
ツにそっくり
「ホイップる」
フォ
トスポットほか、たのしいおも
ちゃがいっぱい！ おなかが
すいたら、おいしいフードコー
ナーもあるよ

スイーツフェスタ エコブース

「本を森へ帰そう」
自由が丘駅前ロータリー
特設ブース（不二家書店・前）

5月3日（木）〜6日（日）
13時〜17時
「古本回収」不要になった市販の書
籍・雑誌をお持ちくださると賞品を
進呈／「古本市場」一律100円で販
売。売上金は街の緑化資金に充て
させていただきます

©TOMY

①MONT-BLANC（モンブラン）
②自由が丘スイーツフォレスト
③自由が丘スイーツStation
④Benʼ s Cookies
⑤ラ・メゾン アンソレイユターブル
自由が丘店
⑥BAKE CHEESE TART自由が丘店

⑦ブランジェ浅野屋 自由が丘店
⑧亀屋万年堂 自由が丘駅前店
⑨Ami Cono（アミ コーノ）
⑩BeaverTails 自由が丘店
⑪Bons Moments（ボン・モマン）
⑫ダロワイヨ 自由が丘店
⑬蜂の家 自由が丘本店

⑭ガトーナチュレール シュウ
⑮Fève（フェーブ）自由が丘
⑯御門屋 自由が丘店
⑰大文字
⑱ふなわかふぇ自由が丘店
⑲ゴディバ 自由が丘店
⑳リンツ ショコラカフェ 自由が丘店

㉑モンサンクレール
㉒La Cialda（ラ・チャルダ）
㉓ルピシア 自由が丘本店
㉔黒船 自由が丘本店
㉕自由が丘ロール屋
㉖亀屋万年堂 自由が丘総本店

Jiyugaoka Sweets Festa! オフィシャルイベント

Jiyugaoka Sweets festa!

アートマーケット 2018

「自由が丘×東京芸大 アート＆デザイン・プロジェク
ト」と連動した初のアートマーケット！ 陶芸・木工・
アクセサリーの作家やイラストレーターなど東京芸大
出身者を中心とした若手女性アーティスト約15組に
よるオリジナル作品を販売します

J-eco garden

5月3日（木）〜 6日（日）
10時〜18時

5月3日（木）〜6日（日）
12時〜17時30分

北口／みずほ銀行駐車場

南口／あおぞら銀行オアシスルーム

自由が丘オフィシャルガイドウェブ

① “バラのカリスマ” 後藤みどりさん
（コマツガーデン）が育てたバラ苗販
売（数量限定）＆トークショー（3日15
時30分〜）
、
「バラ」柄フェイスシール
②自由が丘の都市養蜂「丘ばちプロ
ジェクト」産はちみつ＆そのはちみつ
を使った「丘ばちレモネード」の無料
試飲会（なくなり次第終了）
、ぬりえワークショップ
ほか
milkpillow

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

28

日〜

５月 ６日︑ 春 恒 例 の

スイーツスタンプラリー＆イベント会場 MAP

由 が 丘 で ４月

イベント﹁自由が丘スイーツ

フェスタ！ ２０１８﹂が開催

スイーツの街・自由が丘の

される︒

14

魅力を発信する同イベントは

店が参加する

26

今年で 回目︒地元の人気和

洋菓子店から

をはじめ︑駅前特設ステージ

﹁ ス イ ー ツ ス タ ン プ ラ リ ー﹂

ではイベントモニュメント

の﹁ お 菓 子 の 家 ﹂展 示︑ 音 楽

ライブや子ども向けショーな

どを開く︒街中では︑若手女

性アーティストによる作品展

示販売﹁アートマーケット﹂
︑

商店会主催のマルシェやおも

岸弘二イベント実行委員長

ちゃ博などが出店する︒

は﹁今年はスイーツ＋アルフ

■公式サイト：自由が丘オフィシャルガイドウェブ http://www.jiyugaoka-abc.com/

ァのプログラムで︑新緑も美

■イベントに関するお問い合わせ：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）

しい大型連休を自由が丘の街

■プログラム配布場所：駅前本部テントほか

で楽しんでいただけたら﹂と

呼び掛ける︒

インフォメーション

自由が丘スイーツフェスタ

自

※ 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

