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Thank you for coming to our tenth anniversary.
We hope you will have a great time.
We work hard as volunteers to bring many people  
the experience of meeting new worlds.
It is our dream that you take “life-changing” experiences 
from our event.
We hope to see you and your friends next year and  
many times after!

Ian Frank
Co-President 

WMDF Festival 
Director

Naoto Soga
Co-President 
WMDF Artistic 

Director

Takuma 
Fukuda
Secretariat

Motoaki 
Kitamura

Inspector

１０周年を迎えた芸術祭にご来場いただき、ありがとうございます。
最高のひとときを過ごしていただければと思います。
新しい世界に出会うという経験をより多くの方々にしていただくため、
ボランティアのスタッフ一同今日まで取り組んでまいりました。
イベントを通じて、「人生を変える経験」が生まれることを願っています。
これからもみなさまお誘い合わせのうえ、末永くお付き合いいただければ
幸いです。

一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン
Worlds Meet Japan
General Incorporated Association (GIA)

A Greeting from the Organisers
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アメリカ
ブライアン・ホルス
Brian Hulse
USA

セネガル、東京
アフロ・ベゲ
Afro Begue
Senegal & Tokyo

マルチタレントであるブライア
ン・ホルスは、日本のエンター
テインメント界におけるプロ
デューサーであり、パフォーマー
として活躍しています。1986
年、アメリカ・インディアナ州の
小さな農村で、わずか17歳に
して、コミカルなジャグリングの
プロとしてそのキャリアをスター
トさせました。それからはアメ
リカ全土、更には世界各地でパ
フォーマンスを行うようになりま
した。ブライアンは熱心な芸術
祭の支援者であり、そのパフォー
マンスのほか、彼がもつイベント
制作に関する豊富な経験を惜し
みなく提供してくれています。

ジェンベ・マスターのセネガル
伝承音楽家オマール・ゲンデファ
ル率いるアフロビートバンド。セ
ネガルの伝統音楽など多種多
様な要素がひとつに溶け合うオ
リジナルサウンド。全国各地で
ライブ活動を行い、圧倒的なパ
フォーマンスで幅広い世代を魅
了。2014年にファーストアルバ
ム『ベゲ』を発表。セネガルで開
催された二国大使館公認チャリ
ティーイベント『セネ・ジャポン・
フェスティバル』に出演。2017
年3月、プレイライトよりセカン
ドアルバム『サンタット』をリリー
ス。今後もセネガル・日本の橋
渡しとして、新しいスタイルのア
フリカンミュージックを発信し続
ける。 Originally from the farm commu-

nity of Knightstown, Indiana in 
the United States, Brian began his 
professional performing career as a 
comedy juggler in 1986 at the age 
of seventeen. Since then, he has 
performed throughout the United 
States and around the world. Brian 
has become a stalwart supporter of 
WMDF, sharing both his awesome 
performances and his in-depth pro-
duction knowledge. We are really 
grateful for both. 

We invite you to experience this 
Senegalese-Japanese Afro Beat, 
inspired by frontman Omar Gain-
defall. “Begue” means “enjoy” in 
Wolof, a principal language spoken 
in Senegal. Originality is key, with 
Omar’s traditional Senegalese 
“Griot” style incorporating modern 
genres including reggae, jazz and 
pop. The band released their first 
album “Begue” in 2014, their sec-
ond album “SATAT” in March this 
year, and have performed at a huge 
variety of events, including in front 
of many ambassadors at the Afri-
ca Festival Yokohama, receiving 
high praise. With an acknowledged 
background of charitable work 
for worldwide childrens’ welfare, 
WMDF welcomes Afro Begue’s 
“meeting of worlds” goal.

〈第010回〉
アーティストプロフィール

ドイツ
ラ・ビシクレータ
La Bicicleta
Germany

オーストラリア
ミリアム・リーバーマン・トリオ
Miriam Lieberman Trio
Australia

メキシコ
オリンヨットル
“Olinyolotl” Compañía de Danza 
Folclorica Mexicana, Mexico

ポーランド
フォークダンスアンサンブル
「ポリグロットジャーニー」
Folk Dance Ensemble
“Poligrodzianie”,  Poland

ベルリンとブエノスアイレス。ふ
たつの主要都市を最短距離でつ
なげる。それがラ・ビシクレータ
です。これらふたつの都市の鼓
動は、ラ・ビシクレータの斬新か
つ魅力的な「タンゴ・プログレッ
シーヴォ」により、伝統的なタン
ゴと融合されてゆきます。夜のバ
ス、ベルリンの橋、アルゼンチン
の広大な風景、夏の夜の青い影。
ラ・ビシクレータの曲は、まる
で音楽で綴られた日記のように、
人々の物語に重ねられています。
バンドネオン、バイオリン、ピア
ノによる演奏が、現代的タンゴ
の神髄へと深く聴衆を導きます。

オーストラリアのきわめて個性的
な音楽家の一人、ミリアム・リー
バーマンは、新しいアルバム『フ
ル・サークル』を携えて、バイオ
リニストのララ・グッドリッジ、フ
ルート奏者のアグスチャン・スプ
リャトナとともにライブツアーを
続けています。クラシックバイオ
リン、インディアンフルート、そ
して西アフリカの伝統楽器「コ
ラ」を自然に融合させた演奏。こ
のエキゾチックな組み合わせで、
シドニーの海の景色から西アフ
リカの賑やかな街まで、まるで旅
をするかのように、愛の追求や
フェミニズム、人々が生きるさま
ざまな色合いを運んできます。

およそ150万人とされるメキシ
コの先住民に使われているナワ
トル語で、「オリンヨットル」とは
「感情」という意味があります。
この言葉を、グループ名の由来
として、そしてグループの活動を
表すものとして使っています。メ
ンバーは誇りをもって活動に取
り組み、革新的なアイディアと独
特なステージを重視しているた
め、メキシコの民俗舞踊の世界
で高い評価を得ています。彼ら
は豊かな遺産、独特の美しい文
化、伝統の数々、音楽、色彩、エ
ネルギー、情熱や価値観を伝え
るため、世界中を旅しています。

フォークダンスアンサンブル「ポ
リグロットジャーニー」は、1973
年に設立されました。ポーラン
ドの文化遺産を広める重要な
使節として60カ国以上を訪問
し、100万キロメートルを超える
旅を経て、110回以上の海外ツ
アーを行いました。これまでヨハ
ネ・パウロ2世、ユネスコ関係
者、ニューヨーク市長、マレーシ
ア・コタキナバル地方の代表、
そしてイスラエル、マルタ、マ
レーシア、韓国、中国、アイルラ
ンド、メキシコなど多くの国の大
統領や大臣、著名人の前で公演
を行いました。彼らはブイ民俗
芸能世界選手権において参加し
た120の団体の中から、「民俗
舞踊世界最高金賞2015」という
栄誉を受けました。

La Bicicleta - the shortest means 
between the two metropols of Ber-
lin and Buenos Aires. The pulse 
of these two great capitals is fused 
with traditional tango to form La 
Bicicleta’s new and fascinating 
“tango progresivo”. Like a musical 
diary, their compositions relate life 
stories: a night bus, the bridges of 
Berlin, the expanse of Argentina’s 
wide landscapes, the blue shadows 
of a summer night. Bandoneon, 
violin and piano take you deep into 
the heart of modern tango.

One of Australia’s most unique 
musical talents, Miriam Lieberman 
is touring her ‘intoxicating’ new 
album Full Circle alongside violin-
ist Lara Goodridge and flute player 
Agustian Supriatna. Together, they 
seamlessly fuse the kora (West 
African Harp) with classical violin, 
Indian flute and a western folk/
pop sensibility. This exotic blend 
carries the listener from Sydney’s 
seascapes to the bustling streets 
of West Africa and explores love, 
feminism and the different shades 
of human experience.

The Náhuatl language, spoken by 
an estimated 1.5 million Mexican 
indigenous peoples, contains the 
word “OLINYOLOTL”, which 
means “feeling”. This is the title 
that the group Olinyolotl are using 
for their latest project, as passion 
is what the group was created both 
from and for.  These proud per-
formers have secured a growing 
reputation in the world of Mexican 
folkloric dances because of the 
high quality of their work and their 
emphasis on innovation and orig-
inal staging. They have been trav-
elling the world to show audiences 
what makes their rich heritage a 
unique and beautiful culture, full 
of traditions, music, color, energy, 
heart and values. WMDF is proud 
to bring you this first Mexican col-
laboration at our tenth anniversary.

Folk Dance Ensemble Poligrod-
zianie was established in 1973. 
They have become pre-eminent 
ambassadors of Polish cultural 
heritage, having visited over 60 
countries and travelled over a 
million kilometers in complet-
ing more than 110 foreign tours. 
They have performed in front of 
luminaries such as Jean Paul II 
(twice), UNESCO (four times), the 
Mayor of New York, the king of 
Malaysia’s Kota Kinabalu region, 
and the presidents and ministers of 
numerous countries such as Israel, 
Malta, Malaysia, South Korea, 
China, Ireland and Mexico. They 
were awarded the title of “Abso-
lute World Champion of Folklore 
2015” at the V World Champion-
ship of Folklore, from among 120 
participating groups.

afro-begue.com www.labicicleta.de www.miriamlieberman.com.au www.poligrodzianie.pl

A bumper anniversary 
Dozens of new worlds
for you to meet
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エクアドル
ライミス
Raymis
Ecuador

ロシア
「スタヴロポリ」州立
コサック舞踊団
Stavropol Cossacks State Dance Company
Russia

オーストリア
トラックテンべレイン・
ロスエッカー・ブルック・
アン・デア・ ムーア
Trachtenverein Rossecker 
Bruck an der Mur, Austria

イギリス
「トゥーザリ」
コミュニティーアーツ
Toozalii Community Arts 
International Artists, UK

ライミスは、シサイ（Sisay）のベ
テランミュージシャンとエクアド
ルの代表的な演奏者を加え、ア
ンデス伝統音楽を表現するため
に結成されました。ライミスとは
彼らの民族の言語「キチュア語」
で、「元気な」または「楽しい」と
いう意味を持っています。南米
民族音楽の持つ躍動感と力強
さ、そして心に響くような民族楽
器の音色で人々の心が元気にな
るようにとの願いを込めて「ライ
ミス」というグループ名をつけま
した。

スタヴロポリ、それはコサック州
の中心に位置する都市の名前で
あり、誇りと格調高い響きが含
まれています。1981年に設立さ
れ、現在200人以上のアーティ
ストを有するスタヴロポリグルー
プは、オーケストラ、合唱団、バ
レエ、ポップ、4つのクリエイティ
ブなセクションを通じて、コサッ
クの歌、舞踊、音楽文化を後世
に伝え、さらに発展させることを
目指しています。2016年にプー
チン大統領が日本を訪れた際に
発表した「ロシア・シーズンズ」
という文化プログラムの協力で
芸術祭に参加するこのプロフェッ
ショナル・グループは、これまで
の世界的な活動と名誉ある行動
に基づく正統な公演を目前で繰
り広げてくれることでしょう。

トゥーザリは、各地の主要な美術
展において少数のグループを対
象にしたソーシャル・インクルー
ジョン・ワークショップ（社会的
包容力を育てる体験的活動）を
実現かつ提供することを目的に、
多様で異なる美術的手法を用
いています。今回は過去の芸術
祭、元町公園や市内のあちこち
で作成した絹の旗を展示します。
今回展示されている旗は「ワー
ルズ・アイ」というプロジェクト
のもと、イギリス国内の複数の
場所で展示され、10万人を超え
る観客が目にしたものです。こう
した成果や他の作品などとあい
まって、トゥーザリは政治の中心
地・ダウニング街10番地でイギ
リス首相を「観客」として獲得し
ました。

1920年に設立され、1664メー
トルのロスエック山にちなんで
名付けられたロスエッカーが大
切にしていることは、すべての年
齢層、特に若者を巻き込んだ活
動によって、民俗の伝承を育み、
それを鑑賞する機会をもつこと
です。彼らは複数回にわたって
数々の権威ある褒賞を受けてい
ます。中でも、最も優れたシュタ
イアーマルク州のフォークダンス
グループに贈られる「ワンダーバ
ナー」年間賞受賞、そして、ふく
らはぎや靴底をたたく「シュプラ
トラー」ダンスに最も優れた団体
として受賞しています。彼らが積
み重ねた業績は多方面から評価
されていて、民俗文化の業績に
与えられるヨーゼフ・クライナー
賞やシュタイアー国民賞などが
それに含まれています。

Founded in 1920 and named after 
the 1664-metre “Rosseck” moun-
tain, the priority of the Rosseckers 
is to cultivate and showcase folk-
lore traditions through activities 
that include all age groups, espe-
cially the young. They are repeat 
multiple winners of the most 
prestigious accolades, notably the 
annual prizes “Wanderbanner” for 
the best Styrian folk dance group, 
and the award for best “Schuhplat-
tler” dancing, where the soles of 
the dancers’ shoes (Schuhe), thighs 
and knees are struck by their flat 
hands (platt). Their accumulated 
achievements have been recog-
nised and honoured in many ways, 
including the Josef-Krainer prize 
and the Styrian national prize for 
folk culture.

Stavropol - the proud and sonorous 
name of the original city at the 
heart of the Cossack region. In it 
you can hear the music of the free 
steppe winds, the legacy of a proud 
military history, the gentle lullaby 
of a mother cradling a baby, the 
valiant prowess of the competitive 
pereplya dance, and the intimacy of 
Cossack lyrics. The group “Stav-
ropolye”, founded in 1981 and 
now boasting over 200 artists, aim 
to conserve and promote Cossack 
song, dance and musical culture 
through four main creative sec-
tions: orchestra, choir, ballet and 
pop. Joining WMDF in collabora-
tion with the prestigious “Russian 
Seasons” program announced by 
President Putin on his 2016 visit to 
Japan, this full professional group 
bring a huge pedigree of world-
wide performances and honours.

Toozalii use many different art 
forms to enable and to provide 
social inclusion workshops for 
minority groups within mainstream 
arts events around the world. 
They are long-term friends and 
collaborators of WMDF, where (as 
well as parading in huge, hand-
made puppet costumes) they have 
been represented by the silk flags 
in Motomachi Park, created from 
designs made in our own WMDF 
workshops and other places in 
Hakodate. Toozalii have exhibited 
these flags as the “World’s Eye” 
project at many locations around 
the UK, with a total audience of 
over 100,000. For their efforts on 
this and on other community in-
volvement works, Toozali gained 
an audience with the UK Prime 
Minister in No.10 Downing Street.

WMDF regulars will know of 
Ecuadorian music through our 
frequent supporters “Sisay” and 
through this offshoot group “Ray-
mis”. While based on the folk mu-
sic of Ecuador, the Andes and tra-
ditional Latin music, these artists 
incorporate modern musical ele-
ments to result in their own “World 
Music”. They work in a tradition of 
cherishing the roots of Ecuador’s 
traditional music through a new 
combination of veteran musicians 
and other Ecuadorian practition-
ers. Raymis in the native Kichua 
language means “energetic” or 
“fun”. WMDF welcomes back the 
uplifting feeling and strength of 
this unique South American collab-
oration.

東京
ボールド山田
Bald Yamada
Tokyo

愛知
アルコド
Alkdo
Aichi

函館 
アペワイラ
ApeWayra  (Atelier Artepiritu)
Hakodate

アルコドは、韓国語で「ムキ出し
の亀島」という意味。愛知県豊
田市を拠点に国内外で活動す
る亀島楽隊こと、タートルアイラ
ンドのフロントマン・愛樹（ヨシ
キ）と竹舞（タケマイ）によるア
コースティック・タートルアイラ
ンド最小編成。大三絃、プク、ギ
ター、ウクレレなどを操り、ター
トルの楽曲や、いろんな国の民
謡などを自分らなりに唄う。ア
メーバのように状況に応じてメン
バーが変わり形を変えながら活
動中。橋の下世界音楽祭主宰。
橋ノ下舎番頭。

どこから見ても本物の謎の銅像。
普段は浅草や上野など東京を拠
点にスタチューパフォーマーとし
て活躍中であるが全国各地に降
臨！ 謎の銅像がどんなパフォー
マンスを繰り広げるか乞うご期
待！ テーマパークカウントダウン
ショー、大道芸ワールドカップイ
ン静岡、ディズニーアンバサダー
ホテル・ランチショー等に出演。
元町公園で謎めいた銅像がどん
な動きを繰り広げるか乞うご期待。

アペは北海道の先住民族のアイ
ヌ語で火を意味し、ワイラは南
米アンデスの先住民族のキチュ
ア語で風を意味する。エクアド
ル出身の舞台俳優エリザベス・
カベサスと函館出身の造形アー
ティスト野村周平の2人で、アー
トと文化をコンセプトに活動す
ると共に、精霊人形を作るアト
リエ・アルテピリトゥも開いてい
る。今回は「デネブこども劇場」
にて、自然の大切さをメッセージ
として、子供から大人まで楽しめ
る寸劇をする。「南の火と北の風
が、世界を編む」。

A group called “Naked Turtle 
Island”? We welcome you to 
meet another “new world”... The 
Alkdo comprise Yoshiki, who is 
the leader, and Takemai who is 
the member. Yes, “the member”.  
This minimal-sized acoustic band 
perform both in Japan and over-
seas from their base in Toyota-shi, 
Aichi prefecture. They bring their 
own interpretation to folk music 
from around the world (especially 
if the music is related to turtles...)  
As well as the guitar and the uku-
lele, Alkdo use the large “Sanxian” 
version of the well-known three-
stringed shamisen and the dou-
ble-sided Korean-inspired “Buk” 
drum. With an amoeba-like ability 
to adapt to their enviroment, they 
even organise their own annual 
“Under The Bridge” festival... Oh, 
did we mention the turtles?

From any angle, what you appear 
to see is a genuine and mysterious 
statue.  But walk closer... Although 
you will usually find Bald Yamada 
in Tokyo (especially in Asakusa 
and Ueno) we have persuaded 
him for the second year running 
to come and stand around at our 
event. Believe us that it is much 
easier to get close-up when both 
sides start in Hakodate! With a his-
tory of performing at large events 
such as countdown parties at theme 
parks, the Street Performers’ World 
Cup in Shizuoka, and lunch-shows 
at the Disney Ambassador Hotel, 
WMDF has pleasure in welcoming 
this literal show-stopper back.

A symbiosis of cultures, “Ape” is 
an indigenous Ainu word mean-
ing “fire” and “Wayra” stands for 
“wind” in Quechua, an indigenous 
language of the Andes and high-
lands of South America. These 
concepts form the basis of this 
collaboration between an actress 
from Ecuador and an artist from 
Hakodate, both active in local arts 
and culture, for instance producing 
spiritual dolls in their “Atelier Ar-
tepiritu” initiative.  At this year’s 
festival, they explore the impor-
tance of nature through “Young 
Peoples’ Theatre” performances 
in the Deneb area. “Fuego de Sul 
y Viento del Norte tejiendo Mun-
dos!” -- southern fire and northern 
wind knit the world.

京都
バチ・ホリック
Bati-Holic
Kyoto

京都を拠点に国内・海外で活動
を展開する和太鼓団体。現在の
メンバー編成となった2012年
以降、和太鼓独特の音色を「日
本式ヘヴィー・グルーヴ・サウ
ンド」と捉え、「ラディカルな意
味での国産ロック」を追求する。
ロックやハードロック・ヘヴィメ
タル、トランスなどの影響を受
けた楽曲はラウドかつ奔放、時
としてクールにうねり、和太鼓団
体らしからぬパンチの効いたラ
イブは評価が高い。2012年以
降に5度のワンマンライブは全
てソールドアウト。海外では過去
10度の韓国ツアー、3度の台湾
ツアーを成功させた他、昨年は
初のベトナムツアーを敢行し、大
きな反響を呼んだ。

Bati-Holic is a performing arts 
group based in the old city of 
Kyoto, where the culture and the 
traditions of Japan developed. 
Their repertoire focuses on the 
wa-daiko (Japanese drum) and fue 
(flute), but they produce an “orig-
inal new-style hot groove music”. 
They perform over a hundred gigs 
a year both in Japan and overseas, 
under their catch-phrase “Nippon, 
in the groove”. Bati-Holic are a 
six-person group, and passionately 
stage their concerts with modern 
sensibility to appeal across all gen-
erations, cultures and nationalities. 
WMDF is excited to bring you this 
meeting of worlds.

www.natives.jp www.rossecker.at stavkazaki.ru www.toozalii.co.uk            / ALKDO stilts.jp/baldyamada.html www.bati-holic.jp

（アトリエ・
アルテピリトゥ）
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コミカルマイミスト。チャップリ
ン風のコミカルな動きで、全国
のイベントで活躍。手品等を入
れた独特のパントマイムバラエ
ティショーは、大人から子供まで
楽しめる愉快で楽しいショーとし
て好評を得ている。1960年1月
生まれ。1983年、日本大学芸術
学部映画学科監督コース卒業。
1984年、劇団「汎マイム工房」
に入団（1989年まで）。マイム
を学びながら、イベント活動を始
める。以後、大ホールから路上ま
で、屋内屋外を問わず、さまざま
な場所でパフォーマンスをして
いる。テレビCM、ドラマ、バラエ
ティー、教育ビデオ、映画等にも
出演。海外の大道芸フェスティ
バルやイベントに数多く出演して
いる。

九州
クラウン・チャッピー
Clown Chappy
Kyushu

東京
コロナセッションズ
Corona Sessions
Tokyo

山口県出身。主に、お祭り、イベ
ント、幼稚園、学校、福祉施設な
どで笑顔を届ける活動を行なっ
ている。日本全国、そして国際的
にクラウンとして活躍中。一般社
団法人家の光協会の認定講師を
務め、「笑い力」をテーマに人々
を笑いの渦に巻き込み笑いの必
要性を感じてもらえるような講演
会を行なっている。一般社団法
人日本ほめる達人協会認定1級
を取得し、ほめて人を伸ばすこと
に力を入れている。また、福祉施
設や保育園、幼稚園などの人材
育成にも力を入れている。2015
年、JICAなんとかしなきゃプロ
ジェクト宮崎の著名人に推薦さ
れた。2016年、日本のひなた宮
崎県の冊子で紹介された。

メキシカンルーツのナイスな7
人組。とにかく明るく騒げる音楽
をモットーに、アコースティック
楽器のみを用いて活動中。これ
までにオリジナルアルバム4枚、
ライブアルバム1枚を発表。全
国各地のライブイベント、フェス
にも多数参加しており、各会場
を大いに盛り上げている。「こん
なに楽しいイベントは滅多にな
い！」と芸術祭の参加を心待ちに
していたため、現在メンバーが
興奮している状態。

Appearing originally at WMDF 
as part of the trio “Africlown”, 
Chappy is back again to repeat 
his solo role. He goes anywhere 
in the world to deliver smiles. In 
2010, he was part of the opening 
of the “World Clown Festival in 
Japan” that featured Patch Adams. 
In 2011, he received a license 
from the nonprofit organization 
“Japanese Hospital Clowns”, and 
visited hospitals in the Ukraine and 
Belarus. He also participated in the 
“World Clown Association” events 
held in New York in 2011 and in 
Chicago in 2014. He often appears 
on TV as well as touring Japan’s 
many festivals.

This cool septet has Mexican 
roots and is focussed on acoustic 
instruments such as acoustic gui-
tar, banjo, wood bass, percussion, 
piano, and sax. Their motto is 
to always play in a cheerful and 
lively way. Corona Sessions have 
released four studio albums and a 
live album. They have a reputation 
for getting the crowd going, espe-
cially at outdoor events, and they 
have performed at many festivals 
around Japan. WMDF welcomes 
them back by popular demand for 
our tenth anniverary.

京都、姫路、名古屋
チョイスちゃん
Choice-chan
Kyoto, Himeji & Nagoya

東京
ちゅうサン
Chuusan
Tokyo

東京
江戸糸あやつり人形
Edo Marionette Group
Tokyo

音楽は愉快だ！ ラグタイムで
ペーソス溢れるうたとギターの
西沢和弥、酔えば酔うほど上手
くなる凄腕バイオリン黒田かな
で、泣く子もニッコリ総天然ゆる
キャラことクラリネット岡林和歌
の3人が、日常にありふれたささ
いな出来事から、果てはクラシッ
ク音楽、ロックンロールにいたる
まで、すべて笑い飛ばして演奏
しまくる異色のユニット、チョイ
スちゃん！！ ビール片手に一緒に
歌って乾杯しましょ♪

江戸時代より伝わる日本独自の
糸あやつり人形。11代結城孫三
郎の元で13年間修業した上條
充が独立し、設立。人形の魅力
を広く伝えるため、リスクは覚悟
の上で敢えて大道芸に出る。土
の上で人形を遣う中から日本の
芸能の原点を知り、人形の遣い
方が深化する。2009年はフラン
ス・ナンテールの道の芸術祭、
2012年にはスロベニア・マリボ
ルでの欧州文化首都で、そして
2017年にはアメリカのフェニッ
クスとサンディアゴに呼ばれ、好
評を博した。Ragtime songs delivered with 

rhythm and pathos. Who could re-
sist? Experience the raw enjoyment 
of this trio combining broad smiles 
with guitar, violin, and clarinet. 
From rock staples to classic mu-
sic, nothing is beyond their reach. 
Rumour has it that the performers 
may benefit from a small tipple on 
set, so get ready to join them by 
dancing while holding a summer 
libation in one hand.

A humourous mime artist with 
a Chaplin-esque twist, who also 
incorporates unique tricks to 
make truly original performances. 
Appealing to all ages, his perfor-
mances are always well-received.  
Born in 1960 and graduating from 
Nihon University Faculty of Arts, 
he can perform indoors or out-
doors, on prepared stages or plain 
open spaces, wherever people will 
congregate. He regularly appears 
in TV commercials, educational 
programs, and movies, in addition 
to gracing festivals both in Japan 
and overseas.

Experience another age with this 
traditional Japanese style of pup-
petry, handed down from the time 
of the samurai.  When WMDF 
organisers travel around Japan, 
we are always on the lookout for 
amazing acts. Although we found 
the Edo Marionette Group in To-
kyo, the leader is actually a Hok-
kaido native.  Through public pup-
petry performances, he embodies 
his belief about Japanese culture 
having arisen from a close connec-
tion to the earth, especially through 
agricultural origins, even though 
many Japanese may now have 
forgotten this history.  The group 
has an impressive CV of taking 
their message to events around the 
world, including France, Vienna, 
South America, Hawaii and more.

東京
ボンバングー
Bonbangoo
Tokyo

幼少より多くの芸術に触れて育
ち、小学時代から声優として国
内、海外の映画・アニメに出演。
後にジャグリングと出会い持ち
前の表現力を活かした独自のパ
フォーマンスで2005年ジャグリ
ング世界大会ジュニア部門で金
メダルを獲得。高校卒業と同時
にマッスルミュージカルの正式メ
ンバーとして北海道から沖縄ま
で数々の舞台に出演。現在はソ
ロパフォーマーとして全国各地で
ハイテンションなショーを展開中！

Bonbangoo has been performing 
since childhood, and has appeared 
in movies and in films in Japan and 
overseas. In 2005, he won the gold 
medal in the junior section of the 
world juggling championships for 
his original performances and his 
expressive power. On graduating 
from high school, he became an of-
ficial member of Japan’s long-run-
ning “Muscle Musical”. Bonban-
goo travelled from Hokkaido to 
Okinawa with the Muscle Man 
troupe, and now puts all his expe-
rience to good use as he takes his 
exciting show across the country as 
a solo performer. He has become a 
WMDF regular since 005.

神戸
総合工作芸術家だるま森
+えりこ
Daruma-mori and Eriko
Kobe

舞台・絵本・楽器作家、美術家、
アートパフォーマーのだるま森と、
「趣味と仕事がだるま森」のえり
こ。2人による人形劇団です。毎
週土曜夜7時45分放送インター
ネットラジオ神戸長田エフエム
わぃわぃ『だるま森＋えりこの
デモクラティック・フラワーズ』
パーソナリティ。第1回クレヨン
ハウス絵本大賞準大賞。40周年
クレヨンハウス絵本大賞にて佳
作。逗子絵本コンクールにてス
ズキコージ賞。第6回日本人形
劇大賞にて銀賞。2017年7月
22日から9月3日まで、兵庫県
城崎の県立円山川公苑美術館に
て『総合工作芸術家 だるま森の
ヘンテコ大博覧会』開催。

Welcome to the unique world of 
this duo’s theatrical puppet com-
pany experience.  Firstly, the artist 
“Daruma-mori” has many hats: 
stage writer, picture book writer, 
creator of musical instruments, art-
ist and performing artist. Secondly, 
Eriko says that, well, both her hob-
by and her work is Daruma-mori (!)  
They perform everywhere that kids 
gather, including festivals, libraries 
and kindergardens. They have a 
regular “Daruma-mori and Eriko’s 
Democratic Flowers” radio pro-
gram, frequently stage gallery ex-
hibits, and are serial picture-book 
award winners, including repeated 
mentions at the Crayon House Pic-
ture Book Grand Prize.

東京
ドス・ソネス・デ・
コラソネス
Dos Sones de Corazones
Tokyo

2001年冬結成。キューバ音楽
を演奏する日本人アコースティッ
ク・デュオ。その活動はキュー
バ共和国大使館からも後援を得
ている。ブエナ・ビスタ・ソシア
ル・クラブのエリアデス・オチョ
ア氏の招聘により、2001年から
10年間に渡り現地の国際音楽
祭へ出演。キューバ国民からも
熱い支持を得る。2017年3月ま
で17年連続で行われている招
聘公演大好評のうちに終了した。
国際音楽祭の鑑賞を目的とする
キューバ・ツアーも企画しており、
ここ数年はキャンセル待ちという
人気。メンバーは、ギター・ボー
カルのムーチョ、ボーカル・パー
カッションのマコト。

WMDF aims to create the meeting 
of many worlds in Japan.  As well 
as bringing you hundreds of artists 
from overseas every year, we also 
love to showcase Japanese artists 
with an international flavour. So, 
we were delighted when we found 
this Japanese acoustic duo who live 
and breathe Cuban music. With the 
impeccable credentials of having 
been invited to perform in Cuba by 
none other than Eliades Ochoa, of 
“Buena Vista Social Club” fame, 
and having been supported by the 
Cuban Embassy, we know you will 
be wowed by the Cuban-ness of 
their Trova, Bolero and more.

www.bonbangoo.com @gogochoicechan www.coronasessions.com @dalmamori blog.goo.ne.jp/mucho181

chekere.exblog.jp

blog.goo.ne.jp/edoitoayaturi
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長野
健山
Kenzan
Nagano

東京
ジョンジョンフェスティバル
John John Festival
Tokyo

関東から中国地方の一部で話題
の跳んで ! 乗って!! 踊る!!? 皆の
ハートをキャッチ・アンド・リリー
ス、自分の心身ゴリゴリ削る超自
遊系終末アイドル【終末キモイン 
ken☆zan】の終末ライブがふた
たび函館に上陸！ 凄い！ 可愛い！ 
感動！ に飽きてきた方は是非ご
来場ください！ 当ライブは、離席
退席自由です（笑）。

イギリスの隣に位置する島国、
アイルランドの音楽を演奏する
3人組。フィドル（バイオリン）と
歌、ギター、それにアイルランド
の太鼓バウロンを使って奏でる
音楽はリズムやグルーヴ、優し
さ楽しさ、時に哀しさに満ちてい
る。空気に触れて、呼吸を合わ
せてどこまでも高く登りつめ、呼
吸を整えてどこまでも静かにささ
やく音楽。弾く人も聴く人も幸せ
にする、それがジョンジョンフェ
スティバル。2012年3月にセカ
ンドアルバム『歌とチューン』を
リリース。森北海道から九州まで
全国ツアーを毎年行っている。

He jumps! He rides! He dances! 
Working mainly in the Kanto and 
Chubu regions, we are prviliged to 
bring Kenzan’s energetic perfor-
mances to Hakodate for the second 
time. Combining acrobatics with 
a comedic touch, he brings both 
smiles and excitement. His main 
theme is to derive power from the 
support of his audience, so please 
feel free to shout a few “Ganbare!”

This trio is inspired by the Celtic 
music of Ireland. Through the Irish 
fiddle, guitar, and the Irish frame 
drum known as the bodhrán (prou-
nounced “bauran”), they produce 
gentle, fun and above all wistful 
rhythms and grooves. As with the 
mists of the Emerald Isle, their 
music can swirl to great heights or 
blanket with calm. With John John 
Festival, performers and audience 
alike are transported. The group 
was formed in 2010 and they re-
leased their first, eponymous album 
in October of the same year. They 
also contributed to the compilation 
CD “Tokyo Irish Generation” with 
a track featuring a guest appear-
ance by Shizuru Otaka. 2012 saw 
the release of their second album 
“Songs and Tunes”. John John Fes-
tival travel the length of the coun-
try each year on tour, and have 
participated in several outdoor 
festivals. We are glad to welcome 
them back to WMDF!

札幌
ジョニー黒田と
ディキシープリンス
Johnnie Kuroda and Dixie Prince
Sapporoo

東京
エリモリ・ダブ
Erimori dub
Tokyo

函館
水口議
Mizuguchi Hakaru
Hakodate

1990年結成の北海道では老舗
のジャズバンド。札幌市内のラ
イブハウスでの活動を中心にさ
まざまなイベントに出演してい
ます。2005年からは新宿トラッ
ドジャズフェスティバルに連続
出演。トランペット、トロンボー
ン、クラリネット、ピアノ、バン
ジョー、ベース、ドラムスのオー
ソドクスな編成で、懐かしいジャ
ズナンバーを明快にお届けしま
す。これまで『ポートレイト（A 
Portrait・2004年）』、『カモン・
アンド・ ヒア！（Come on and 
Here!・2007年）』、『ホワット・
ア・ワンダフル・ワールド（What 
a Wonderful World・2014年）』 
あわせて3枚のCDを発表しました。

カリブ音楽好きの小西英理（ピア
ノ）とレゲエ好きの森俊也（ベー
ス、ドラム）によるオリジナルユ
ニット。小西英理は2000年に音
楽グループ「コパ・サルーヴォ」
を結成。以降、エリモリ・デュオ
を含め複数のバンドで活動。森
俊也は1965年生まれ。武蔵野
音楽大学器楽学科ではフレン
チホルンを専攻。在学中にキー
ボード奏者としてセッション活
動を始める。ドラム、ベース、ギ
ターなど、さまざまな楽器を演
奏。スカ、ロックステディ、ルー
ツ、ダンスホールなど、さまざま
なスタイルのジャマイカ音楽に
精通したミュージシャンとして活
動中。内田直之はオキ・ダブ・
アイヌ・バンドのメンバーでもあ
り、ミックス・エンジニアとして
日々多忙を極めている。

水口議は、1981年開催の『コン
テンポラリー・グラス～オースト
ラリア、カナダ、アメリカ、そして
日本』と呼ばれた、日本初となる
ガラス細工をテーマにした展示
会に選ばれた1人です。1983年
に、「ザ・グラススタジオイン函
館」を設立、元町周辺のベイエリ
アや赤レンガ倉庫群での一連の
観光体験に不可欠な場所となっ
ています。今回の芸術祭では、
約60個のガラス作品を制作提
供。芸術祭スタッフとの共同企
画により、光とのコラボレーショ
ンで元町会場内の木を華やかに
装飾します。

Johnnie Kuroda and Dixie Prince 
was formed in 1990, making it one 
of Hokkaido’s longest-established 
jazz bands. Focussed on their base 
in Sapporo, they are extremely 
active at many live venues. Since 
2005, they have also become a 
yearly fixture at the Trad Jazz 
Festival in Shinjuku. They deliv-
er traditional and nostalgic jazz 
staples with a clear and authentic 
style based on an orthodox en-
semble of instruments including 
trumpet, trombone, clarinet, piano, 
banjo, bass, and drums.  They have 
released three CDs, “A Portrait” 
in 2004, “Come on and Here!” 
in 2007, and “What a Wonderful 
World” in 2014. Get your signed 
copies at the WMDF shop!

This duo takes its name from its 
two members: Eri Konishi on 
piano and Toshiya Mori on bass 
and drums. Eri loves reggae, and 
formed her first music group “Copa 
Salvo” in 2000. She is now a pro-
lific performer in many bands and 
collaborations. Mori is an affici-
anado of Caribbean music and like 
Eri started out his musical life as a 
keyboardist. After studying French 
Horn at university, he now plays a 
wide variety of instruments, includ-
ing drum, bass and guitar, and has 
become known for his familiarity 
with Jamaican music such as ska, 
rocksteady, roots and dancehall. 
For WMDF’s 10th anniversary, we 
bring you the special bonus col-
laboration of guest appearances by 
the much in-demand mix engineer 
Uchida Naoyuki, a member of Oki 
Dub Ainu Band.

In 1970s Japan, skyscrapers started 
emerging in Shinjuku and work-
ing in glass caught the interest 
of a modernising nation. Hakaru 
Mizuguchi was one of the artists 
selected in 1981 for one of Japan’s 
first glasswork exhibitions, called 
“Contemporary Glass – Austral-
ia, Canada, U.S.A. & Japan”. In 
1983, he went on to found “The 
Glass Studio in Hakodate”, which 
has become an integral part of the 
tourist experience among the red-
brick warehouses by the bay in 
Motomachi. He specialises in free-
blown glassworks that express a 
personal warmth not achievable 
with machines. His decorations of 
the WMDF Tree have become a 
regular WMDF feature since 005. 
More worlds that meet.

函館
ひのき屋
Hinoki-ya
Hakodate

1998年、函館で結成。お祭り的
な舞台演出でおとなと子どものこ
ころをわしづかみにするバンド。
たいこ、ギター、篠笛、鍵盤ハー
モニカ、ウッドベースに加え、海
外で手に入れた楽器や手づくり
の小物楽器などから繰り出され
るインスト曲やノリのよい唄もの
など多彩なオリジナル曲で魅力
いっぱいのライブが真骨頂。最
近では世界各地のフォークダン
ス曲にも取り組み、会場が一体
となって踊るなどお祭り感にます
ますみがきがかかっている。フラ
ンス、クロアチア、ブラジル、ギ
リシャなど海外公演も多数。ライ
ブ音源を多数収録した最新アル
バム『コーヒー豆とこいのぼり』
が好評発売中。

Hinoki-ya, formed in Hakodate 
1998, specialise in Japanese music 
with a world influence. Their per-
formances feature Shinobue flute, 
Taiko, guitar, and percussion. Hi-
noki-ya have participated at several 
international festivals, energising 
audiences with their rhythm and 
energy. They put their festival ex-
perience to good use in producing 
WMDF! Their most recent album 
is “Coffee beans and Koinobori” 
and they also recently oversaw the 
production of a book: “Platanus no 
Ki”.

札幌
ピエロのぐっち
“Gucci” the Pierrot
Sapporo

ちびっこに人気の、元気で陽気
なコミカルピエロ。言葉を話さず
に、笛や身振り、マイムでお客様
とコミカルにコミュニケーション
を繰り広げるスタイル。2000年
よりピエロ活動スタート。北海道
全域と青森県において、年間約
150のイベントに出演し、ステー
ジショーや回遊パフォーマンス
を行う。中でも、回遊形式の、お
客様を巻き込んだ即興的なバ
ルーンコメディパフォーマンス
を最も得意としている。レパート
リーは500近くあり、そのうち9
割がオリジナルの作品である。

Very popular with kids, Gucci is a 
comical, cheerful clown. Without 
spoken words, his style unfolds in 
a whimsical communication with 
audience members including ges-
tures, mime and sound effects such 
as whistles. Starting in 2000, he 
has performed at over 150 events a 
year around Hokkaido and Aomori, 
giving stage shows and roving 
performances. Debuting at WMDF 
some years ago, we are really hap-
py to ask him back! He is especial-
ly good at improvised performanc-
es that please impromptu crowds. 
He can make close to 500 different 
balloon sculptures, of which over 
90% are original.

広島
二階堂和美
Nikaido Kazumi
Hiroshima

広島在住の歌手。ビッグバンドか
らトリオ、ソロなど、どんなスタ
イルでもブレない歌のタフさが、
ミュージシャンから子ども、巷の
おばちゃんまで、幅広い層から
愛されている。全曲を作詞作曲
した2011年発表の『にじみ』が
きっかけとなり、スタジオジブリ
映画『かぐや姫の物語』の主題歌

（「いのちの記憶」作詞作曲・歌
唱）で広く知られるところとなる
が、当該曲のイメージだけでは、
とうてい収まりきらない音楽のふ
り幅、ライブでの圧倒的なパワー
は必見。浄土真宗の僧侶でもある。

WMDF’s first performer who 
is also a Buddhist priestess (!) 
Recently, this multi-talented per-
former has become well-known for 
writing and performing the hit “In-
ochi-no-Kioku” (Memory of Life), 
which was used as the theme song 
in Studio Ghibli’s Academy Award 
nominated animation “Kaguy-
ahime-no-Monogatari” (The Tale 
of Princess Kaguya).  But what 
WMDF really recommends are her 
live performances, where her pow-
erful and soulful voice expands her 
unique worldview to all ages and 
outlooks of audiences.

@erikonishipianotrio www.hinokiya.com www.johnjohnfestival.com www.dixieprince.com www.h2.dion.ne.jp/~tyarenzi/ www.nikaidokazumi.nethttp://www.e-tobeyaki.jp/

 gs_hakodate/index.html
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横浜
てまわしオルガンキノ
Temawashi Organ Kino
Yokohama

京都
ザッハトルテ
Zahatorte
Kyoto

東京
ウンジャミ
Un-Jami
Tokyo

東京
スクリーントーンズ
The Screen Tones
Tokyo

東京
リディメイツ
Riddimates
Tokyo

札幌
ニンチュプ
Nin cup
Sapporo

手回しオルガンは、函館の音と
してもよく知られる教会のパイプ
オルガンと同じように、幾つもの
笛からなるオルガンです。ハンド
ルをクルクル回すと、ブナの木と
ヒバの木のやさしい音色がポッ
ポッ。音楽とともに、時には紙芝
居のお話が始まったり、コビトが
踊りだしたりと、楽しいカラクリ
もいろいろ。てまわしオルガンキ
ノは、函館生まれのオルガンで、
2012年ハコダテ・トリエンナー
レで初披露。2014年二子玉川
ビエンナーレなどのアートシー
ン、2015年はこだて国際民俗
芸術祭などの音楽シーン、2013
年仙川人形演劇祭など人形演劇
シーン、2014年ヨコハマ大道芸
などの大道芸シーンと、様々な
分野で音と物語を奏で、風景を
つくっています。

京都から発信する、新しくも懐か
しいインストゥルメンタル（唄の
ない）・バンド。アコーディオン、
チェロ、ギターという、世界的に
も珍しい絶妙な組み合わせから、
ミュゼット、アイリッシュ、ジプ
シースウィング、ボサノヴァ、ロッ
ク、クラシック等々、広くヨーロッ
パの古き良き大衆音楽の雰囲気
を取り入れた、彩り豊かなオリジ
ナル曲を演奏している。2004年
フランスのアコーディオンフェス
ティバル『ル・グラン・スフレ』
に招聘。『サマーソニック2008』、
『エーピーバンクフェス』等の
ロックフェスティバルに出演。松
任谷正隆プロデュース『ザ・料
理ショー』の音楽、アフラックの
テレビCMで「アヒルのワルツ」
「持病の歌」のインストバージョ
ン、NHK Eテレ『おかあさんと
いっしょ』のヒット曲「ドコノコノ
キノコ」の作編曲・演奏。同番組
クリスマススペシャルに出演する
など、各方面で精力的に活動し
ている。

ボーダーに身を包んだジャイヴ、
ジャグ、ジャズ、Jポップカルテッ
ト。「ゆる洒落サウンド」と「記憶
にのこる言葉」が持ち味。2007
年結成。東京、埼玉、栃木など
関東全域で活動を始める。ホー
ル、ライブハウス、カフェ、バー、
野外、ストリートなどさまざまな
ステージをこなし、年間100本
以上のライブを行う。

ドラマ『孤独のグルメ』の音楽を
制作するために、『孤独のグル
メ』原作者・久住昌之が中心と
なって2011年に結成されたバ
ンド。ドラマ内のすべての音楽
を作曲演奏する。現在シーズン
6。全国でライヴも数多くこなし、
2015年には台湾公演を行った。
最近は『おかあさんといっしょ』
の歌やCMソングなども手がけ
る。メンバー各々もそれぞれ独
立した音楽活動を展開中。

新月の前の細くなった月のこと
を、アイヌ語で「nin cup（ニン
チュプ）」という。新しい世界へ旅
立つ前の晩の宴。　　　　　　
アイヌの伝統歌、舞踊、世界五
大叙事詩ユカラ、アイヌ語のオリ
ジナル曲等、ギターとベースを
合体させてできた「ギタンバ」の
音色とともに、森と街、新しい世
界への憧れ、心の葛藤を、物語
のようにライブを展開してく。メ
ンバーは、豊川容子（唄）、川上
将史（唄・舞踊）、西村嘉洋（ギ
タンバ）。

ブラスロッカーズ・サウンドを
掲げ、ありふれた音楽ではない、
刺激のある音楽を創りだし、日々
の喜びに変えるバンド。熱くて、
男臭くて、音を楽しんでいて、ご
飯を良く食べる。生活の一部に
音楽が常にある、そんな願いが
あるんだか無いんだか。本気で
遊んで、本気で音楽する、そん
なバンドの物語。2014年春に
4枚目のアルバムを発売し、ワ
ンマンを渋谷クアトロにて満員
御礼の大成功に収め、そのまま
の勢いで『フジロックフェスティ
バル2014』に出演。そして遂に
2017年6月22日、5枚目のア
ルバムをリリース！！

Street organs are a traditional in-
strument of Europe that have their 
history in the eighteenth century 
as tiny hand-cranked table organs 
designed to teach song birds to 
sing melodies. The street organ 
coming to WMDF has a unique 
extra feature: it can also tell stories 
by displaying pictures. It was made 
recently by Motoki Tanime, a Japa-
nese craftsman living in Hakodate. 
It is worth witnessing this unusual 
spectacle, which also incorprates 
elements of mime and balloon 
play.

“The Screen Tones” was formed 
in 2011 to produce songs for the 
TV drama based on the popular 
comic-book series “Kodoku no 
Gourmet” (Solitary Gourmet). 
Central in the band’s creation was 
the “Kodoku no Gourmet” author, 
Masayuki Kusumi. The drama 
is currently in season 6, and the 
Screen Tones have produced all the 
music to date.  The members work 
on their individual projects as well 
as performing concerts as a band 
all around Japan and overseas (for 
instance, Taiwan in 2015), and re-
cently they have worked on songs 
for the children’s TV program, 
“Okaasan to Issho” (With Mother) 
plus numerous TV commercials.

Jug-band music has its roots in US 
itinerant folk culture, quirky home-
made instruments, and turn-of-the-
century minstrel shows. Decked 
out in striped shirts, this quartet 
brings a casual sound to this style 
of music, mixed with jive, jazz, 
and jpop, to bring you an expe-
rience to be remembered. Since 
2007, they have been performing 
over a hundred stages a year in 
and around and the Kanto region. 
Please welcome their unique mix-
ing of worlds to our tenth anniver-
sary.

This acoustic trio was formed in 
2002 in Kyoto by Toharu Tomaru 
(accordion), Uekko (guitar) and 
Yosuke (cello). Their more than 
100 live yearly performances in-
corporate visual tricks and much 
humour, and have something for 
all genres of music-lover and all 
ages. They are veterans of the 
“odd-numbered” WMDFs 005, 007 
and 009, but we felt we just had 
to break the pattern to bring them 
back again for our tenth anniversa-
ry celebrations.

“Nin cup” is an expression in 
the Ainu indigenous language of 
Hokkaido that describes the thin 
sliver that remains before the start 
of a new moon. This gives you a 
glimpse of a different sensibility 
regarding change, and a different 
narrative mindset in the Ainu cul-
ture. The music of this trio brings 
new expression to Ainu beliefs by 
mixing traditional song, dance and 
story-telling with modern music. 
Also incorporating original instru-
ments, we invite you to meet the 
tales of this ancient world of our 
Hokkaido predecessors through a 
contemporary retelling.

The “brass rockers” sound of this 
group is not your regular music 
experience.  Their appetite for mu-
sic and for life shines through in 
their performances, and was one of 
the prime factors resulting in 2014 
with their coveted invite to the Fuji 
Rock Festival. Not content with 
this, the “always aim even higher” 
spirit of leader “Cross You” led to 
him to accompany Oasis’s Noel 
Gallagher in the horn section at 
Fuji Rock Festival 2015. We think 
you have the idea: Riddimates 
performances are not to be missed! 
With their fifth album just released 
in June 2017, for every reason, 
now is the hot time to follow this 
group.

東京
タカパーチ
Takapartch
Tokyo

トランペット、ピアノ、ギターそ
の他を演奏する音楽家。大道芸
から舞台公演、ライブハウス、イ
ベント、町内のお祭りなど幅広く
活動している。作曲家でもあり他
のジャンル（パントマイム、人形
劇、演劇、舞踏）などの公演に
作品を提供している。ステージ
でのコラボレーションも豊富でそ
の場に応じた即興演奏には定評
がある。1990年から始めた人間
ジュークボックスは子ども達に人
気があり、全国のイベントに出演
している。

Takapartch is a musician and com-
poser who plays many instruments 
including the trumpet, the piano, 
and the guitar. He has a long and 
diverse history, including street 
performing, live-house and stage 
events and festivals. Using his skill 
as a composer, he also produces 
works of pantomime, puppetry, 
drama, and dance. He is always 
keen to work with others and we 
have seen many of his improvisato-
ry collaborations at WMDF. It was 
in 1990 that he started his “Human 
Juke Box”. Keep an eye out for an 
unusual installation in Motomachi 
Park. Insert a coin and make your 
choice from the huge list of possi-
ble songs including soundtracks, 
folk songs, classical pieces, jazz 
and also Takapartch originals. Each 
show is different, but one constant 
that you can always expect is hu-
mour.

brassrockers.com www.takapartch.com www.temawashi.org thescreentones.com un-jami.com www.zahatorte.com
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 函館大谷短期大学    函館大谷高等学校
函館大谷短期大学附属認定こども園    函館大谷短期大学附属大野幼稚園    函館大谷短期大学附属松前認定こども園    函館大谷短期大学附属港認定こども園
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株式会社バスク

スペイン・バスク料理
レストラン バ ス ク
〒040-0003 函館市松陰町１番４号
TEL (0138) 56-1570  FAX (0138) 31-8656

〒040-0053 函館市末広町14-6（四角い電柱の裏通り）
TEL&FAX (0138)27-2181

ホームページ http://www.vascu.com

バル・レストラン
VASCU II ラ・コンチャ
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M •T
SEA

FOODS
Company

（株）M・T SEA FOODS
〒041-0802函館市石川町123-22

Tel. 0138-85-6054

Fax. 0138-85-5974

䖃ᩚᙧእ⛉㻌

０１０

髪に
人に
地球に…

 I ’ s - h a i r  since1943

 WEST　末広町 PRISM　柏木町
 NUBOU 美原3丁目 CREAM　梁川町

ならてぃぶ函館
函館ジェネラリスト・カレッジ

http://www.hokusen.jp

L.A.S リバティーオートセレクション

函館市西桔梗町246-24

☎0138-83-7199

中古車販売 高価買取
一般整備・板金塗装・車検

ౕထỖẺềἧἻỶỽἾὊ

ЉẟẦἳὅἓỽἾὊ

函館美原店
函館市美原 1-17-10
(0138)62-3400

函館競馬場店
函館市駒場町 12-2  2FᢊҤỖẺề༃ᡂỚỽἾὊ
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函館の宿泊は
安心・安全 !!

函館ホテル旅館協同組合
〒040-0036 函館市東雲町15-15

TEL 22-2942  FAX 26-5208

            “安心と安全を創造する”
㈲道南セキュリティーサービス
〒041-0812　函館市昭和 3丁目5番 11 号
TEL. (0138)41-0800  FAX. (0138)41-0866

パド・ミュゼ
TEL 0138-67-3339
FAX 0138-83-1215
e-mail info@paardmusee.com

〒041-1351
北海道亀田郡七飯町東大沼294‒1
大沼流山牧場

■音羽ホール
　TEL(0138)22-1352
■梁川法務所
　TEL(0138)51-3317
■上湯川達磨大師
　TEL(0138)50-3317

TEL(０１３８)
２３－０６３１
FAX(0138) 23-0682
函館市船見町２１番１１号
E-mail:
kouryuji@kokkasan.org

曹　洞　宗

国華山髙龍寺

【協賛】Sponsors
• （医）慈友会望ヶ丘医院
• （学）函館大谷学園
• （有）ウィズ
• （株）池見石油店
• 五稜郭タワー（株）
• （有）サインプランニングシステム
• 社会福祉法人函館共愛会共愛会病院
• 函館バス（株）
• （株）バスク
• 柏木商友会
• 人見認定こども園
• サントリー酒類（株）
• 北海道コカ・コーラボトリング（株）
• （株）アイズ
• M・T SEA FOODS
• L.A.S リバティーオートセレクション
• CoCo 壱番屋函館美原店
• （医）高橋病院
• 道南勤医協函館稜北病院
• 七飯ほんちょう保育園
• ならてぃぶ函館 /函館ジェネラリストカレッジ
• （学）野又学園
• 認定こども園函館桔梗保育園
• 函館三育認定こども園
• 認定こども園函館市松陰保育園
• 認定こども園函館高砂保育園
• （株）ほくせん
• えんどう桔梗マタニティクリニック
• TRATTORIA Piatti
• 益井東洋治療院
• （株）エヌ・ハーベスト
• 海鮮居酒屋「魚まさ五稜郭総本店」

• キョーツー（株）
• （株）クリーンチェック
• （宗）高龍寺
• （医） こが整形外科クリニック
• （株）シンプルウェイ
• （有）道南セキュリティーサービス
• どさんこミュゼ（株）
• 日通ガスサポート（株）
• はこだて音楽鑑賞協会
• （株）函館ビヤホール
• 函館ホテル旅館協同組合
• （株） ハンダ
• 湯元花の湯
• （株）リード不動産
• （株）アシストフクダ
• （株）イチマス
• （株）サトーエージェンシー
• （株）タザキトーヨー住器
• （株）田村氷室
• デイサービスふれあい
• ななえ山本歯科
• 鍋谷歯科医院
• （株）ハートフル
• 浜チャンポン 長万部三八飯店
• （有）北海道・函館moomoo-taxi
• （医）雄心会函館新都市病院
• （株）アジアンクラス
• （株）KSドリームファクトリー ダスキン下道
• （有）赤坂総合室内
• （有）ありた鍼灸
• 井田 航
• （有）岩沢葬祭
• （有）ウッド工房

• （有）大塚自工
• おおわき整形外科・外科医院
• （有）オフィスK
• Cocktail Bar CONCORD21
• （株）梶原昆布店
• （株）カネマル
• カフェ・スペチアーレ
• CAFEBAR SAINOI
• （株）亀田葬儀社
• 医療法人亀田病院
• かも歯科クリニック
• カワシロ保険サービス
• 川畑 裕
• （株）川股設備工業
• （株）環境科学研究所
• 北ガスフレアスト函館北（株）
• 気ままなパン屋窯蔵
• 行政書士北村資暁事務所
• 金城雅之
• （株）建築企画山内事務所
• 坂口大輔
• 佐藤公郎建築設計事務所
• （株）三栄ヤマムラ
• しらかば薬局
• 青函電気（株）
• 相馬（株）
• そば処陣屋
• （医）大庚会 今整形外科
• 高橋淳子社会保険労務士事務所
• たかはし畳店
• （株）ダスキン北任
• 中華料理 李太白
• 月館測量設計（株）

• （株）道水
• 函館イベント情報局
• 函館環境衛生（株）
• 函館観光・民泊推進協会
• 函館酸素（株）
• はこだてすずめ
• 函館ペリーハウス
• 函館元町ホテル
• （有）花彦
• （株）プロテック
• （有）丸山燃料店
• ミュウ
• 元町ハウス
• （株）モリチクリーニング
• RAJIC collective
• （株）リージャスト
• roots
• 市民スポンサーパスをお求めの皆様

【協力】Service Sponsors
• （有）グレアトーン
• ペルノ・リカール・ジャパン（株）
• キリンビール（株）
• 北海道キリンビバレッジ（株）
• 山田安彦
• 青函フェリー
• 天然温泉ホテルパコ函館別亭
• （株）佐弘商事
• （株）函館酪農公社
• （株）リアルグロウ
• ハピネットmama
• SPORTS北海道      （敬称略）

〒063-0834 札幌市西区発寒１４条２丁目８番９号ＣＣビル２Ｆ
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Festival Etiquette
We are looking forward to welcoming many 
people to our event. To promote a happy and suc-
cessful Festival we hope that WMDF-goers will 
keep in mind:
• We encourage walking, cycling, or the use of 

public transport wherever possible.
• Please, if you drink, don’t drive.
• We ask you to consider the lines of sight of 

those around you when taking spaces in the 
crowd, when using parasols/ sunshades/ um-
brellas, or when carrying children on shoul-
ders. The D in WMDF stands for Dance, so 
expect that people will sometimes be on their 
feet. The best place to remain seated is always 
around the rear and sides of the audience area.

• WMDF is in principle a smoke-free event. 
However, there will be some clearly marked 
smoking areas. If you smoke in these areas, 
please respect the crowd around you, and dis-
pose of cigarette butts properly.

• WMDF is staffed by a team of friendly volun-
teers who are there to help, but please remem-
ber that they cannot know every detail of the 
event and may need to check things occasion-
ally or refer to someone else.

Conditions of Purchase/Entry
We are grateful to everyone who supports our 
event, especially those who are mindful of the 
conditions:
• In 2011, we introduced our “Open Japan” poli-

cy to help show the world that the country was 

recovering from the Great Tohoku Earthquake. 
We are continuing this policy of encouraging 
audience members to photograph and video 
outdoor stage events, and to post online to 
show to the world. If you like, you can use 
the hash tag #wmdf. Please be considerate of 
others when taking pictures and observe the 
following common sense rules: make sure that 
no pathways around the stages are obstructed, 
do not use tripods, as they will affect the view 
of others, and no flash photography directed 
at the stage, as it distracts artists and can be 
dangerous. For videos, we ask audience mem-
bers to display common sense: we think that 
around one minute is a fair length to record, 
and our staff will ask people obviously making 
recordings longer than this to stop. In general, 
WMDF reserves on behalf of the artists the 
exclusive copyright for all photographs and 
recordings made at any venue, and the above 
permission to record and use images of stage 
events excludes any usage that leads to prof-
it-making.

• For any performance with a no photography 
policy (still/video) this will be clearly an-
nounced and signposted. Anyone seen record-
ing at such performance without permission 
may have equipment confiscated.

• No person shall interfere with plants, water 
fixtures, or any other installation at any of the 
venues.

• No unauthorized busking or performing, fly-
ering or pamphleting, or promotion or distri-

bution of goods or brands other than those of 
WMDF sponsors.

• There will be no refunds given for lost tickets.
• WMDF events (including “colour” such as 

audience participation) will be archived by 
accredited camera crews and photographers. 
Please be aware that images obtained in this 
way may be used by the WMDF for publicity 
purposes (both online and in mainstream me-
dia). Attendance at any WMDF event indicates 
acceptance of the “fair use” of your personal 
image in this way. The entry point for any que-
ry about the use of images is email to wmdf@
wmdf.org

Lost & Found
In the “Big Here”, things get lost. Our advice is:
• Please look after your valuables, but if you do 

lose something, check if it has been handed in 
at the main reception area of your event. Items 
unclaimed will be held at the Festival Office 
in the Machi-Tsukuri Center until 31 Aug (call 
0138-23-8560) and then sent to the West Po-
lice Station (nishi keisatsu-sho) (call 0138-42-
0110).

• Sometimes groups may be separated. We rec-
ommend you organize to meet with children 
at the main reception area of your event if you 
do lose each other. If a lost child arrives at the 
main reception area, our staff will alert festival 
security.

We wish you all a big, long WMDF.

• 違法駐車撲滅！　公共の交通機関をご利用ください。
• お酒は楽しく適量で。未成年、運転される方への
酒類提供はいたしません。
• 喫煙場所以外の喫煙は固くお断りいたします。
• 小型無人機（ドローン）による飛行撮影はご遠慮く
ださい。
• 安全管理上、来場者が多数の場合入場を制限
することがあります。
• ゴミは決められた場所に捨てましょう。ゴミの持ち
込みは、固くお断りいたします。
• 会場の景観を損ねないようにしましょう。芝生や樹
木等の自然、建物およびその付帯する設備等を、
壊したり汚したりしないでください。
• 三脚を用いての撮影、実演中のアーティストへ向
けてのフラッシュ撮影および１分間以上にわたる
長時間の映像撮影は固くお断りいたします。
• 見ず知らずの他人を執拗に撮影すること、不自然
な姿勢やアングルで撮影することは、トラブルの原
因になりますのでご遠慮ください。
• 会場では、報道カメラマンおよび主催者が委託し

たカメラマン等が撮影を行っています。当該撮影
により発生する権利は、原則として主催者または
当該カメラマンもしくはその所属先に帰属するもの
とします。
• 主催者が撮影した写真や映像等は、次回以降
の広報宣伝に用いられる場合があります。当該映
像等には、お客様が撮影されている可能性があ
ることをご了承ください。なお、プライバシーに関す
るご相談は、芸術祭事務局（0138-52-3815）まで
お寄せください。
• 主催者は、すべての会場につき、その所有者より
借り受け、期間中はイベントを安全に運営し、終
了後はただちに現状に回復して返還する義務を
負います。したがいまして、法令に違反する行為、
事故が予見される行為、その他安全上に問題の
ある行為等を行うお客様には、退去していただく
場合があります。
• 主催者の許可なく、大道芸、チラシ等の配布行
為はご遠慮ください。
• 自然災害、人災、および疾病等の事故が予見さ

れる場合には、主催者の判断により、イベントを中
断または中止する場合があります。万一の際は、
主催者の指示に従ってください。
• 元町公園ステージが荒天中止の場合を含めて、
引換券・スポパス等の払い戻しはいたしかねます。
• お手回り品の管理には、十分にお気を付けくださ
い。落とし物をしたと思われる方は、インフォセン
ターへお名前、連絡先および品名等をお知らせく
ださい。
• すべての落とし物は、遅滞なく函館西警察署
（0138-42-0110）へ届け出ます。
• 迷子につきましては、防犯上の理由により、お子
様の名前を呼んでの会場アナウンスは控えさせて
いただきます。お心当たりの方は、速やかに近くの
芸術祭スタッフまたはインフォセンターにお申し出く
ださい。なお、はぐれた場合の集合場所を、あらか
じめ決めておくことをおすすめいたします。

ご来場の皆様にお知らせとお願い

1. Always with a smile.

笑顔あるところトラブルなし
　（場内秩序の安定にご協力ください）

2. Buy drinks and food on-site.

アルコールとフードは会場で買うべし
　（飲料食品の持ち込みはご遠慮ください。ただしミネラルウォーターその他の
熱中症対策の飲料および離乳食等の子どもに必要な食品を除きます）

3. Giving up seating space when you are away makes all happy.

椅子席やシートの譲り合いは美しい
　（置き荷物は忘れ物・不審物との区別が困難なため、撤去しお預かりする場合があります）

4. Protect viewlines. Tripods not welcome.

無粋な三脚を立てるべからず
　（度を超える撮影行為には声をかけさせていただきます）

5. Protect viewlines. Raincoats, not umbrellas.

傘の代わりにレインコートを着よう
　（場内で傘をさすと事故の原因になります）

6. Pets to be carried at all times.

ペットはゲージか抱っこで安心
　（混雑しますので、リードを用いたペットの散歩はご遠慮ください）

7. Treat minors well: all ages are at our event.

幼子を守るのが真の大人
　（特に混雑時にビール瓶を足元に置いたりしないこと）

【芸術祭版】「フェス」に出会う七箇条



J company
Jonny’s Tebasaki

Pocket Pizza
Uganda Diaspora Japan

WMDF Bar
COLD RUSH

Asian Dining
STREET HASSLE

Simdy Sweel for NAIL
chakura

Soup Curry Gallup
Burger Shop HOTBOX

sports cafe & bar CAMP5
chillnowa

Hakodate MONOCRAFT Market
Atelier Artepiritu

Science Farming
Hakodate Saurus Bar-wagon

Attractive-Navigate
auwa+

Asian Kitchen GAPAO
LOVE THAI, LOVE JAPAN

Hawaiian Village
Xich-lo

Color Therapy Salon Couleur
nohara

RAJIC collective
N. HARVEST

Chinese restaurant RIHAKU
Chinese restaurant HONG-KONG

dining SURF
Tomoe Ohta Kamaboko

SOUNTRA ANYWHERE COFFEE
Atelier Artepiritu

Kinosita Saketen &
Caldo Calcio &
Makie Flower

Mintaru & the World health of the 
Seven Gods of Fortune

select coffee shop peacepiece

café kitchen ohana & 
window hanarelimoon
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