第０１２回・公式パンフレット Official Pamphlet

From the Organisers, With Thanks
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Come along for the ride

ひとまわり

１つ目のサイクルのできあがり
みんな集まれ ! 次のサイクルが始まるよ
大きな１歩で、さぁこぎ出そう!
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Countries/Regions

>2,200
Artists

Roll up, roll up
芸術祭も子年に始まり今年で１２年

BGR

URY

We made one full “cycle”

ねずみ年から始まり亥年で１周する十二支

IDN

ITA

This 12th WMDF is the year of the boar

Circle your calendar
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Chuvash
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Every Year Since

The first WMDF was in the year of the mouse
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> 360,000
Audience

Every August. For 30,000 People. Worlds Meet in Japan.

Ian Frank
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WMDF Festival Director

Naoto Soga

Co-President
WMDF Artistic Director

Takuma Fukuda
Secretariat

Motoaki Kitamura
Inspector

はこだて国際民俗芸術祭
WMDF, MoguFes & WakuFes are brought to you by Worlds Meet Japan .
主催：一般社団法人ワールズ・ミート・ジャパン 〒０４１ｰ０８３３ 函館市陣川町５２ｰ１ wmdf@wmdf.org http://wmdf.org 共催：公益社団法人函館市文化・スポーツ振興財団 後援：北海道渡島総合振興局、函館市、函館市教育委員会 企画：ひのき屋 制作：株式会社ヒトココチ
協賛：カプセルホテル函館、ホテルシャロームイン２、Yukku otsu、医療法人社団慈友会望ケ丘医院、函館大谷短期大学、株式会社池見石油店、株式会社アルファプロジェクト、有限会社ウィズ、医療法人徳州会共愛会病院、キリンビール株式会社、
五稜郭タワー株式会社、有限会社サインプランニングシステム、株式会社函館調剤薬局、函館バス株式会社、函館ホテルかもめグループ、道南勤医協函館稜北病院、北海道コカ・コーラボトリング株式会社、津軽海峡フェリー株式会社、
有限会社グレアトーン、学校法人三育学院函館三育小学校、株式会社ジャックス、ペルノ・リカール・ジャパン、ほか 協力：ハピネット mama、SPORTS北海道、世界のこども、ほか

The “Long Now Concerts” in Hakodate, Japan.

過去を知る窓、未来への扉

LIFE-CHANGING “Worlds Meet”!
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Meet your physical challenge

Flare Area

Waku Waku Festival

More Goods, More Gourmet

mogufes.org

http://

Find cycles in the park

A new centerpiece

Kimono reuse

“Twinkle, Twinkle”

SDG Boxes

Repurposing

Eco-maru Kun

Artists
Lineup
012
Folk Music Band Rendošovci

Roll up, roll up — 11

Parangal Dance Company
Filipino tribute,
inspiration,
aspiration
フィリピン先住民への
敬意と想いが
こころをゆらす

PHL (USA)

フィリピン（USA）「プルンガル・ダンス・カンパニー」

Folk Trio

The authentic shape
of Slovak traditional
music

Lithuanian folk with
a key to your soul

スロバキア伝統の
正統派音楽

こころの扉をひらく
リトアニア伝統の
民俗音楽

SVK

LTU

スロバキア「レンドゾヴィチ」

リトアニア「フォーク・トリオ」

Maria Cangiano Tango Jazz

Ogonki

ARG

Enriching the Jazzy
side of folk and
Piazzolla

A Ural-Siberian
narrative of
ensemble creativity

ピアソラ、フラメンコ、
ラップ…ジャンルにとら
われないジャズミュー
ジック

創造的なアンサンブル
によるシベリア・ウラル
族の物語

アルゼンチン「マリア・カンジアーノ・タンゴ・ジャズ」

RUS

ロシア「オゴンキ」
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Moh Alileche

Brian Hulse

Zahatorte

Garage Chanson Show

A solo silk-stringed
mandol and the
ancient Berber
Tamazight tongue

One man high
energy comedy
variety show!

There is magic in
this musical trio.
Seriously funny

A meeting of
theatrical vocals and
unique accordion

古代ベルベル語と
アルジェリア・マンドール
が織りなす調べ

関西弁でしゃべりまくり
お笑い風国際旅芸人

まるで魔法使い！
楽しい世界を創り出す
音楽トリオ

劇場型ボーカルと
アコーディオンの
奇想天外ユニット

DZA

USA

Kyoto

Tokyo

アルジェリア「モー・アリレッチェ」

アメリカ「ブライアン・ホルス」

京都「ザッハトルテ」

東京「ガレージシャンソンショー」

“Toozalii” Community Arts International Artists

Afro Begue

Chirin and Dron

Hinoki-ya

Bridging cultures
with flags and artful
fun

An Afrobeat for the
country to dance to

Let’s sing, kids. And
dance. Cello and
vocals. Ages zero
and up.

A Japanese beat at
the heart of WMDF

色鮮やかなアートが
風にはためき空を彩る

世界中で再注目の
アフロビートで
踊りまくれ！

０歳児からおとなまで、
チェロと一緒に歌おう
踊ろう

楽器も曲もオリジナリティ
に溢れた世界中を旅する
トラベリングバンド

UK

SEN & Tokyo

Tokyo

Hakodate

イギリス「
『トゥーザリ』コミュニティーアーツ」

ゼネガル、東京「アフロベゲ」

東京「チリンとドロン」

函館「ひのき屋」

Infinito

Flor Trio

Taiheiyou

Gokuraku Hadou Yume Club

ECU

エクアドル「インフィニート」

The rhythm of
indigenous music
from the Americas

Bringing songs,
guitar and
inspiration from
Buenos Aries

Acrobat with an
old-time Japanese
feel

“Happy Sound” and
“Happy Vibration”
duo

南米から先住民の音楽
をリズムにのせて

ブエノスアイレスを
感じるギターと歌の
ハーモニー

初登場！
曲芸師、和風大道芸
パフォーマー

君に届け。ハッピー
サウンド＆ハッピー
バイブレーション

ARG & Tokyo

アルゼンチン、東京「フロール・トリオ」

Chiba

千葉「太平洋」

Asahikawa & Yokohama

旭川、横浜「極楽波動夢クラブ」
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Sukesan and Shu

Rhythm Rice
Acrobatic circus duo
or manga come to
life?

Anything can be
improved by the
throwing of buckets,
spoons and kitchen
knives

音楽と新感覚
アクロバット
パフォーマンスの世界

Tokyo

Clown Rio

音楽？ パフォーマンス？
ジャンルを超えたバラエ
ティーショーがここに！

Tokyo

Painter
Magic, balloons,
juggling, pantomime.
Bright. Red. Nose.
Always.

Paint! Must paint!
Fall. Paint! Must. Out.
Paint...! Can...
paint... move...?

いつも・明るい・赤い鼻 !
おもちゃ箱のような
パフォーマンスショー

塗って塗って
塗りまくれ！っ
え？動いた？？

Tokyo

Tokyo

東京「スケサン・アンド・シュー」

東京「りずむらいす」

東京「クラウン・リオ」

東京「ペインター」

Takapartch

Yui George One Man Band

Mizuguchi Hakaru

Temawashi Organ Kino

Man, trumpet, and
box. Entertainment
encapsulated

A one man parade of
instruments

The world’s fragility
and beauty,
expressed in glass

Old-fashioned
story-telling,
given a new turn

唯一無二の
人間ジュークボックス

１１種類の楽器の
パレードを操る
ワンマンバンド

空間を彩るガラスと
光のコラボレーション

新しい世界へと誘う
音色に小人も踊り出す

Tokyo

Chiba

Hakodate

Yokohama

東京「タカパーチ」

千葉「油井ジョージ・ワンマンバンド」

函館「水口議」

横浜「てまわしオルガンキノ」

Clown Chappy

Bonbangoo

“Gucci” the Pierrot

Ambientflow

Kyushu

九州「クラウン・チャッピー」

Fooling around in a
stripy swimsuit.
What could be more
fun?

All-in-one human
skill magnet. World
class solo
entertainment.

いたずら大好き
びっくりとワクワクが
とまらない！

ワールドクラスの
ソロエンタテイナー
オールインワンの
スキルは必見

Tokyo

東京「ボンバングー」

Sapporo

札幌「ピエロのぐっち」

Creating a comical
trail of smiling faces

Fantasy interactive
installation space of
sound and light

耳をすまして探してね！
コミカルピエロの
笛の音

美しく夜を彩る音と光の
ファンタジー空間

Tokachi

十勝「アンビエントフロー」

The next cycle

Along for the ride — 17

✓

International first: A hundred total countries and regions

１００の国と地域の「世界」に出会う

Impact first: Multi-instrumentalist Gunhild Carling

スウェーデン「カンヒルド・カーリング」を招待する
Entertainment first: L’Chaim

オランダ「ルハイム」を芸術祭に呼ぶ
The big picture first: Carbon offset

カーボン・オフセットに取り組む
Audience first: The view from above

会場の眺めを良くする（例えば桟敷席とか）
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“Hyaku Project”

Education first: Festival Daigaku

「フェスティバル大学」の理念を確立する
Earth first: 2030 SDG goals

「持続可能な開発目標」に従う
Research first: Smart Festival

「スマートフェスティバル」の実現に向けて行動する
Community first: Fes2Fes for growing together

「フェス・トゥ・フェス」を進める
Kenshuu first: Learn from others

L’Chaim, NLD, Early Birds

他のフェスティバル主催者から学ぶ
City first: Building Festival Town

フェスティバルタウンを推進する
Growing first: Aiming for “Hallmark”

「ホールマーク・イベント」を目指す
First time: Christian Marclay, “The Clock”

アートインスタレーション「ザ・クロック」を上映する
Ideas first: always thinking...

常に先駆的な発想をする

“Sajiki-seki” Seating
Mega Events
Hallmark Events
Regional Events
Local Events

The Special Events Pyramid
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人生を変える経験 芸術祭スタッフ募集
次回は私たちといっしょに
「世界」をつくりませんか？

登録開始はお盆明け・８月下旬からを予定しています。

Sponsors &
Service Sponsors【協賛】
• カプセルホテル函館
• ホテルシャロームイン２
• Yukku otsu
• （医）
慈友会望ヶ丘医院
• 函館大谷短期大学
• （株）
池見石油店
• （有）
グレアトーン
• （株）
アルファプロジェクト
• （有）
ウィズ
• 柏木商友会
• （医）
徳州会共愛会病院
• キリンビール
（株）
• 五稜郭タワー（株）
• （有）
サインプランニングシステム
• （株）
函館調剤薬局
• 函館バス
（株）
• 函館ホテルかもめグループ
• はこだてみらい館
• 道南勤医協函館稜北病院
• （学）
三育学院函館三育小学校
• Just the son of farmer
• （株）
ジャックス
• 津軽海峡フェリー（株）
• （株）
ニューメディア函館センター
• 人見認定こども園
• （有）
ウッド工房
• カレーハウス CoCo 壱番屋函館美原店
• （医）
高橋病院
• 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
• 函館市朝市協同組合連合会
• 函館桔梗保育園
• 函館三育認定こども園
• 函館市松陰保育園
• 函館高砂保育園
• 北海道コカ・コーラボトリング
（株）
• ホテルショコラ函館
• 金森商船
（株）

• 函館山ロープウェイ
（株）
• 秋山電気設備
• TRATTORIA Piatti
• （株）
アイズ
• えんどう桔梗マタニティクリニック
• 大沼ホリディキャンプ
• オカダビル
（株）
• （株）
カネス杉澤事業所
• かも歯科クリニック
• キョーツー（株）
• クスリのスズキ東山店
• （株）
クリーンチェック
• （株）
ケイソー
• （宗）
髙龍寺
• （株）
シンプルウェイ
• （株）
タザキトーヨー住器
• （有）
道南セキュリティーサービス
• 鍋谷歯科医院
• 日通ガスサポート
（株）
• 函館駅二商業協同組合
• はこだて音楽鑑賞教会
• 函館海鮮居酒屋魚まさ五稜郭総本店
• （株）
函館ビヤホール
• 函館ホテル旅館協同組合
• （株）
ハンダ
• 益井東洋治療院
• 丸井今井函館店
• レストラン バスク／バルレストラン ラ・コンチャ
• JAF
• 野田貸ボート店
• ピーロートジャパン
（株）
• ペルノ・リカール・ジャパン
• （株）
イチマス
• （株）
サトーエージェンシー
• （有）
生和建設
• （株）
田村氷室
• デイサービスふれあい
• （医）
真響会ななえ山本歯科
• （有）北海道・函館 moomoo-taxi
• roots

• （株）
ハートフル
• （株）
函館酪農公社
• アートブロス
• （有）
アースフレンド・ハシモト
• （有）
赤坂総合室内
• and-A（株）
（マリオンクレープ函館赤レンガ倉庫店）
• 井田航
• （株）ー映マリーン企画
• 岩坂いくみ
• 植松法律事務所
• えほんカフェひっぽ
• おひるごはんカフェ Taom
• （有）
オフイス ･K
• Cocktail Bar CONCORD21
• （株）
梶原昆布店
• カフェドリップドロップ
• （株）
福地建装
• （株）
亀田葬儀社
• 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
• 木村ビル木村倉庫
• 行政書士北村資暁事務所
• 金城雅之
• 熊谷律子
• （株）KSドリームファクトリーダスキン下道
• （株）
建築企画山内事務所
• 高野寺・丸山泰観
• （有）
五光
（そば処陣屋）
• 坂口大輔
• 佐藤公郎建築設計事務所
• 三栄ヤマムラ
• （有）
志賀松設備工業
• （株）
ジャパントレーディング函館
• Jun Araki
• しらかば薬局
• 相馬
（株）
• たかはし畳店

（一社）ワールズ・ミー
ト・ジャパン

• （株）
ダスキン北任
• Tune Hakodate Hostel & Music Bal
• 月館測量設計
（株）
• （株）
道水
• 日本障害者・高齢者生活支援機構
• ニューオーテ斎藤
（株）
• 函館朝市第一商業協同組合
• 函館イベント情報局
• 函館観光・民泊推進協会
• （医）
雄心会函館新都市病院
• はこだてすずめ
• （株）
はこだてティーエムオー
• （有）
函館保健企画
• 函館元町ホテル
• 湯元花の湯
• ほのぼの薬局富岡店
• （有）
丸山燃料店
• まんまる
• ミュウ
• （株）
モリチクリーニング
• （有）
山中保険事務所
• ルルーディ Hair & Make
• 運転代行アシスト
• （株）
佐弘商事
• 大門ハイカラクラブ
• 北海道キリンビバレッジ
（株）
• 市民スポンサーパスをお求めの皆様
Collaborators【協力】
• アースディ道南
• シエスタハコダテ
• 人力車えびす屋函館店
• SPORTS 北海道
• 世界のこども
• ハピネット mama
• 福井県交通まちづくり課
• RAJIC Collective
• （株）
蓮      
（敬称略）
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Important Information for WMDF-goers
Festival Etiquette
We are looking forward to welcoming many
people to our event. To promote a happy and successful 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/ umbrellas, or when carrying children on shoulders. 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 dispose of cigarette butts properly.
• WMDF is staffed by a team of friendly volunteers who are there to help, but please remember that they cannot know every detail of the
event and may need to check things occasionally 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” policy 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 members 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 profit-making.
• For any performance with a no photography
policy (still/video) this will be clearly announced and signposted. Anyone seen recording 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, flyering 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 media). Attendance at any WMDF event indicates
acceptance of the “fair use” of your personal
image in this way. The entry point for any query 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 Police Station (nishi keisatsu-sho) (call 0138-420110).
• Sometimes groups may be separated. We recommend 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.

ご来場の皆様にお知らせとお願い

Enjoy the WMDF Way

• 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。
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