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＜2022年ゴールデンウィークイベント最新情報＞

3年振りの開催となる二子玉川ライズの大人気GWイベント「太陽と星空のサーカス」

演奏とパフォーマンスでイベントを彩る「星空の楽団」出演アーティストや
マーケット「Wonder Bazar」をはじめ、出店店舗が決定！
【開催期間】 2022年4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）
「二子玉川ライズ」では、大人気のゴールデンウィークイベント「太陽と星空のサーカス」を、2022年4月29日（金・祝）から
5月5日（木・祝）の7日間開催します。
この度、様々なパフォーマンスが毎日楽しめる「星空の楽団」 の出演アーティスト、および選りすぐりのライフスタイルアイテムが揃うマーケット
「Wonder Bazar（ワンダーバザール）」、大人も子どもも一緒になって楽しめるワークショップ「あそぶの教室」、ローカルフードトラックが大
集結する「YUM YUM MARKET（ヤムヤムマーケット）」など各コンテンツの出店店舗が決定しました。（詳細は次頁をご参照ください）
さらに、今年は「太陽と星空のサーカス」誕生10周年の記念特別コンテンツとして、会場内に「太陽と星空の家（太陽と星空のシア
ター）」が登場します。かわいらしいデザインの家の中には様々な写真や映像が散りばめられ、 10年に渡るイベントの歩みを振り返るこ
とができます。

イベント実施概要
イベント名：二子玉川ライズ ゴールデンウィークイベント「太陽と星空のサーカス」
【日時】2022年4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）11:00~19:00 ※最終日は18:00まで
【場所】二子玉川ライズ 中央広場、リボンストリート、iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ
【料金】入場無料 ※一部コンテンツは有料
【主催】二子玉川ライズ
「太陽と星空のサーカス」特設サイト：https://www.sunandstars.tokyo
※新型コロナウイルス感染症拡大の今後の状況により、開催内容の変更や開催中止となる場合がございます。
また実施に際しては、政府や自治体等の発表を踏まえ、実施内容の検討および感染予防対策を徹底して行います。
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個性豊かなアーティストがパフォーマンスする「星空の楽団」 場所：中央広場
ダンスを踊ったり、マジックを披露したり、一緒に楽器を演奏したり、バリエーション豊かなアーティストたちが登場します。
この度、全9組の出演アーティストが決定いたしました。出演日程等詳細は、順次特設サイトにて発表いたします。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、当日は一定の距離を保ってパフォーマンスを行います。
※出演アーティスト、詳細は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
画像

アーティストプロフィール

画像

アーティストプロフィール

The Worthless（ザ・ワースレス）

金子しんぺい

４人のヒゲが歌っているし、よく見ると、パーカッションは
洗濯板だし、オーバーオールの姉妹はソックリな双子。
映画みたいに絵本を読んだり、ただただ楽しい歌をうた
うよ。

こころの動きを身体の動きで描く《パントマイムのお兄
さん》として活動。年齢・言葉を超えるパフォーマンス
は子どもから大人までを魅了する。パントマイム1人舞
台の上演、大道芸、パナソニックCM「衣類スチーマー
シワ画面篇」・ ミュージックビデオに出演するなど活動
は多岐にわたる。小中高の教員免許を持っているこ
とも活かし、保育者向けに「こころとからだを育てるあそ
び!パントマイム」講演会も行うなど、身体表現の教
育分野にも精力的に取り組んでいる。「あおぞらワッペ
ン」「おむすびひろば」のパントマイム担当。

tricolor

魔法つかいKOJI

2009年結成の3人組バンド。ケルト、特にアイルラン
ド音楽をベースにしながら、3人それぞれの音楽との出
会いや個性を大事にしたオリジナルの音楽を織り交ぜ
て演奏している。連続テレビ小説「マッサン」大河ドラマ
「西郷どん」の音楽にバンドで参加し、注目を集める。
ほかにNHK Eテレ「シャキーン！」楽曲提供＆出演、
NHKアニメ「ピアノの森」音楽参加、原田知世デ
ビュー35周年記念アルバム「音楽と私」参加。最近で
は南島原市ショートフィルムの音楽を担当する等表現
の幅を広げている。

魔法つかい。上智大学卒業後、ITベンチャー企業を
経てプロマジシャンとして独立。各種メディアやVIP
パーティ等で『魔法つかい』として活躍する傍ら、魔法
を通して全国の人々の笑顔を切り取る旅、魔法紀
行をライフワークで続ける。コミュニケーションツール『魔
法のモテジナ』に関するワークショップ・講演・執筆など
も行う。その他、映画やCMのアドバイザー・演出な
ど。サロン『E KU DA』主催。スーパーダディ協会理
事。幻冬舎『ひらがなカードマジック』好評発売中。

チリンとドロン

Koji Koji Moheji（コジコジモヘジ）

チリンドロンは、スペインの、カラフルなカルタのような
ゲームの名前。松本野々歩と田中馨は、「ロバー
ト・バーロー」「ショピン」としても共に活動をしてい
る。野々歩が歌う公共広告機構のテレビCM「あい
さつの魔法」が震災後たくさん放送され多方面から
の反響を受ける。この出来事が子ども達のために
歌い演奏することについて今一度考えるきっかけと
なった。そのような二人が赤ちゃんと向き合い、お父
さんお母さんに聴いてほしい音楽を奏でる。

フランス製の手回しオルガン奏者。曲を演奏する為
に必要な、ブックと呼ばれる穴の空いたカードも自作
をしており楽器にセットしてハンドルを回して演奏。演
奏のレパートリーは幅広く、J-Popから、ジブリ、ゲー
ム音楽、映画音楽など。また2021年2月より、ヨー
ロッパで展開される手回しオルガンのブックを製作して
いる会社よりスカウトされ、日本人初となる手回しオ
ルガンのブックアレンジャーとしての活動も開始。
Youtubeへの演奏動画の投稿も力を入れている。

東郷清丸

村田正樹 タップダンサー

横浜生まれ。2017年に1st Album「2兆円」、
2019年に2nd Album「Q曲」を発表。両作品と
もに、若手ミュージシャンのための音楽賞"Apple
Vineger Music Award"にノミネート、「Q曲」は
審査員特別賞を受賞。DIYスタジオに演奏家を
招聘し一日でミニアルバムを録音・発表した「トー
ゴーの日2020」や、イベント中止が相次いだ
2021年のゴールデンウィークに、毎日あたらしい歌
を公開した「Golden Songs Week」など、音楽
をつくる行為そのものを遊ぶ。開放的な音楽観を
活かしてCMや映画・演劇への楽曲提供も多く手
掛け、そのほか映像やラジオへの出演も行う。

高校からストリートダンスを始め、その後TAP
DANCEの世界へ。2006年から2017年まで
Kaz Tap Companyとして海外・全国各地での
活動などを経て現在ソロタップダンサーへ。 「おど
る・かなでる・ひょうげんする」をテーマにタップダンス
の楽しさを伝えるラ イブ・ワークショップ活動をおこ
なっている。 2019年SAI DANCEFESTIVAL
ソロ部門優秀賞受賞。2021年デトロイトダンス
シティ フェスティバル作品招聘。第19回東京ヘブ
ンアーティスト。キッズコーチ検定1級。

ざやえんどう
2016年、さや(テニスコーツ)と遠藤里美
(biobiopatata)が立ち上げ、廣瀬寛、川松桐
子、沼田加命子、間部 賢、田中 充、斉藤友秋、
植野隆司、小野崎清一(つびー)、関 雅晴
(sekifu)らと、さらにメンバーも加わりブラスバンドを
編成、オリジナル楽曲を軸にした画期的な演奏を
試みる。2019年1st CD&譜面集『ざやえんどう
の音楽』リリース(majikick)、レコード盤リリース
(ドイツ・Alien Transistor)。2021年11月、『ざ
やえんどう3』をMinna Kikeruにてリリースした。

3

選りすぐりの全42店舗が出店！「Wonder Bazar（ワンダーバザール）」 場所：リボンストリート
リボンストリートでは、選りすぐりのライフスタイルアイテムが揃うマーケットを開催。全42店舗中、25店舗が初出店という例年以上に多彩な
ラインナップが一堂に会します。各ショップこだわりの商品が並び、気になるアイテムがきっと見つかります。
※全出店店舗や出店日程等、詳細は特設サイトにてご覧ください。
※出店店舗、詳細は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

★初出店店舗のご紹介（一部抜粋）
ヴェルベットリーパリ（カゴバック）
フランス人が日常のお買い物やピクニック
に使うかごバック。マダガスカルの職人が
ひとつひとつ丁寧に手作りしている。

CREP（再生紙雑貨）
“自然に親しむ”をコンセプトに生まれた紙
のアップサイクルブランドcrep(クレプ)。
65年再生紙をつくり続けてきた製紙会社
がつくる、紙製レジャーシート「ピクニックラ
グ」などを販売。

2nd PALETTE（靴下）
左右非対称をコンセプトに、大人の足元を
彩るデザインソックスを製作。

石沢木工（木工カトラリー）
東京・三軒茶屋の小さな工房で、それぞ
れの木の持ち味を大切にしながら手作り
した木の小物。

nlldäna（アクセサリー）
ビーズの他、糸やスパンコールや石など多様
な素材の要素が重なり合い、融合することに
よって生まれるアイテムを幅広く展開。

blue bloom vintage ＋equal
（ヴィンテージアクセサリー・食器）
個性がありながらも主張しすぎず、普遍的な要
素を持ったヴィンテージアクセサリーをご紹介。

うつわと手仕事 廻り道（陶器・工芸品）
その場所だから作れるもの、その人だから作
れるものの魅力が詰まった、店主自ら全国
の作り手さんからセレクト した手仕事を集め
たお店。

HOHO（キッズウェア / 雑貨）
「おとぎ話」の世界を冒険するキッズブランド。未
知の世界へいざなうストーリーをもとに、服や雑
貨を作り出す。

Ltshop（リトアニア雑貨）
ヨーロッパ北東部、森と湖の国リトアニア専
門のセレクトショップ。リトアニアを暮らすよう
に旅して出会ったデザインとクラフトをご紹
介。

美しい窓辺（鉢カバー、花器、ウォールデコ、
ミラー）
商業施設のウィンドウや店頭を飾ってきたディス
プレイ素材を捨てずに再利用し、もう一度飾っ
てもらえて、生活を豊かにする雑貨に生まれ変
わらせる。

TRYBIKE （キッズバイク、オーラルケ
アアイテム）
ヴィンテージカラーがとってもかわいいオラン
ダ生まれのバランスバイク。トライバイクは
三輪（トライク）と、二輪（バイシクル）
を自由に組み替え可能な、お子様と一緒
に成長する【はじめてののりもの】。

CREOLE（手紡ぎ手織りクロス/ストール、
葛手編みバッグ/ポーチ、みつろうラップ）
ラオスの村人と一緒に、自然素材の風合いを
活かした道具や生活用具。草木染めの糸を
使い、塗料まで土に還るもので製作。
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本格料理やドリンクが楽しめる「YUM YUM MARKET」＆「STAR LOUNGE」 場所：中央広場
YUM YUM MARKET（ヤムヤムマーケット）
バラエティ豊かでおしゃれなローカルフードトラックが大集結する「YUM YUM MARKET」。今年は、ハンバーガー、エスニック料理、
コーヒー、スイーツまで、全11店舗の出店が決定。思いっきり遊んでおなかを満たす、バラエティ豊富なフードが楽しめます。

RUBBER TRUMP（ピザ）
出店日程：5/1～5/5

吉田ジェラート（アイスクリーム）
出店日程：5/3～5/5

lunch stand tipi（タコライス）
出店日程：4/29～5/1

YaadFood（ジャークチキン）
出店日程：4/29～5/2

ポワル（オムライス）
出店日程：4/29

プラススパイス（カレー）
出店日程：5/3～5/5

sandmobile（チリバーガー）
出店日程：5/3～5/5

ASONBROSSO（フライドポテト）
出店日程：4/30～5/2

コルクオーレ（ピザ）
出店日程：4/29

BONNIE＆FRIED.tokyo（ハンバーガー）
出店日程：4/29～5/2

GATS in the woods（チキンオーバーライス）
出店日程：4/29

STAR LOUNGE（スターラウンジ）
屋外カウンターの「STAR LOUNGE（スターラウンジ）」が登場。屋外の気持ち良い風を
感じながら、お酒やフードをお楽しみいただけるスペースをご用意しています。
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多彩なワークショップ「あそぶの教室」

場所：iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

大人も子どもも一緒になって楽しめる多彩なワークショップを集めた「あそぶの教室」を今年も開催。大人気のTOYパスケース作りや、
カメラ作り、コインケース作りなど、ゴールデンウィークの思い出にぴったりな、さまざまなあそび体験を提供します。

似顔絵のkibun
（似顔絵）
出店日程：4/29～5/2

CHATOY-NEO縁日（TOYパスケース）
出店日程：4/29～5/5

こばと製作所（木工雑貨）
出店日程：4/29～5/1

パコメカ（モビールクラゲ作り）
出店日程：4/29～5/1

HAPPY MONSTER
（エコメイト）
出店日程：4/29～5/3

100mermaids workshop
（ぬいぐるみワークショップ）
出店日程：5/1～5/5

mameritsuko
（ペーパーアイテム）
出店日程：4/29～5/2

ちきゅうすくい
（ちきゅうすくい）
出店日程：5/2～5/5

YellowPony（お財布作り）
出店日程：5/3～5/5

里山ハンモック（ハンモック作り）井上ヤスミチ（ボデイペイント）
出店日程：4/29～4/30
出店日程：4/29～5/1
5/2～5/3
5/3～5/5

泥だんごプラネット
（光る泥だんご）
出店日程：5/4～5/5

ザリガニワークス
（創作昆虫ムシボット）
出店日程：5/4～5/5

さとうりさ こどもデザイン教室
（缶バッジ作り）
出店日程：5/3～5/5

イベント10周年特別コンテンツ「太陽と星空の家」（太陽と星空のシアター） 場所：中央広場
2012年に誕生し、全国行脚してきた人気コンテンツ「太陽と星空のサーカス」は、今年で10周年を迎えます。
そこでイベント10周年の特別コンテンツとして、「太陽と星空の家」がモニュメントとして登場します。
実際に中に入ることができる可愛いデザインの家の中には、イベントが歩んできた10年を振り返ることができる
様々な写真や映像が散りばめられているほか、アニメーション「太陽と星空のサーカス」もご覧いただけます。
また、10周年を記念し製作された数え歌「太陽と星空の詩（うた）」も披露します。
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他にもイベント10周年を記念したコンテンツや、大人も子どもも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！
わくせいキャッチャー

みらいポスト

場所：iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

場所：iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

子どもたちから大人気だった大きなピンボールゲームが
今回も登場。上から落ちてくる惑星をうまくキャッチでき
たら、スペースレンジャー認定カードをプレゼントします。

絵を書いたり、シールを貼ったり、スタンプを押したりして、
思い思いに書いた手紙を実際に投函することができます。
オリジナル切手とポストカードをセットで販売しており、今年
は太陽と星空のサーカス10周年記念切手も販売します。
開催日程：5/3～5

10th Anniversary フォトスポット
場所：iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

ワークショップで作った人形や、マーケットで買ったお皿など、
思い出の品と一緒に記念写真を撮って、その日に写真を
持ち帰ることができる写真館が登場します。なんでもないこ
の1日を持ち帰ってもらうことで、特別な思い出にしていただ
けます。
開催日程：4/29～5/2

ぼうけんガチャ

場所：中央広場

ガチャガチャの中には好奇心を刺激するさまざまな指令が
入っており、指令をクリアするとメダルをゲットできます。

音のあそび場

音を奏でるミュージックエリア。mori-no-otoの音長椅子や
カンポンポンを使って、自由に音を出して楽しめます。

【二子玉川ライズ 施設概要】
名
称：
所
在
地：
公 式 サ イ ト：
開
業
日：
総
面
積：
ア ク セ ス：

場所：中央広場

二子玉川ライズ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1
https://www.rise.sc/
第1期事業 2011年3月、第2期事業 2015年4月
約11.2ha
東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結

