平成28・29年度認定
《KOTO街かどアーティスト》一覧

コ

あさ鼓

《全75アーティスト》

大道芸部門
38組

音楽系部門

絵画系部門

35組

アザブジュウベエ

エジプシャンマウ

Egyptian mau

ガマの油売りやバナナの叩売り、南京玉
すだれ、江戸曲独楽芸等。和英バイリン
ガルの演技もOK。大道芸研究会会長。東
京都ヘブンアーティスト。

■ http://www1.odn.ne.jp/jyubei/
■ 出演者：1人

（糸あやつり人形）

（ジャグリング）

いいだ人形劇フェスタや池袋いけいけ、
人形劇まつり、子ども会、老人ホーム、高
円寺あづま通り商店街イベントに出演。

ジャグリングが大好きな小学生です。得
意種目はディアボロ。高速回転したコメ
が宙を舞い、高く跳ね上がる連続技は必
見!!リクエストをもらえれば、地域のイ
ベントを盛り上げに行きます。

■ 出演者：1人

■ http://tenseijug.blogspot.jp/
■ 出演者：1人

エンターティナーヒッツ

（ベリーダンス）

エディー

（コメディー）

ＥｎｔｅｒｔａｉｎｅｒＨi２

エスシー

（よさこいソーラン）

（ローラバランス）

（フリースタイルフットボール）

東京で初めて結成したよさこいソーラ
ン チ ー ム 。５ 歳 か ら 8 0 代 ま で の メ ン
バ ー 構 成 。一 般 参 加 で き る 楽 し い パ
フォーマンス。

ローラーバランスを中心としたパフォー
マンス。お台場を中心に、国内外のフェ
スティバルやイベントで活躍中。

プロのサッカー選手にも難しいスー
パーテクニックを音楽に合わせ、次々と
繰り出します。楽しくゆかいに繰り広げ
られるパフォーマンスを是非!!

■ 出演者：20人

■ htttp://www.
tomi103.com

■ nakazawa-sc.jimdo.com
■ 出演者：2人

アサクサシバラク

キラクザッソウタイ

江東区を拠点としたベリーダンスのグ
ループ。オリエンタルやジプシーなど
様々なダンススタイルをイベントの内
容にあわせた演出でお届けします。

パントマイム、ジャグリング、バルーン
アートとトークを絡めて独自のコメ
ディを展開します。パントマイム８段、
黒帯です！

■ 出演者：約10人

■ http://
eddiegoodjob.com/
■ 出演者：１人

ニア

（マジック・ダンス）

（ヨーヨーショー）

ハードパンチャーしんのすけ

ハットジャグリング、
ダンス、
パントマイ
ムなど様々な技術を駆使した『カッコ面
白い』
をコンセプトのショーを展開。
ラス
トのフォーク曲げマジックは見る人を魅
了し、
感動の渦に巻き込みます。

ヨーヨーを中心としたパフォーマンス
ショー。
数種類のヨーヨーを用いること
で 、ヨ ー ヨ ー 独 特 の 繊 細 か つ ス ピ ー
ディーな技からダイナミックな技まで
網羅。
最後のヨーヨー
を２個使った
「ダブル
ハンド」
の演目では競
技レベルまで高めた
技術をお届けします。

■ http://entertainer-hi2.com/
■ 出演者：1人

キッド・ジャグラー・レオ

kid Juggler Leo

きんじ

コジママサオ

（ガマの油売り、
腹話術他）

（手廻しオルガン）

にんにんしのぶ
（のこぎり演奏）

（ミュージカル・ソウ）

腹話術、南京玉スダレ、がまの油売り、バ
ナナの叩き売り、のぞきカラクリ等、日
本古来の大道芸で、お子様からお年寄り
まで楽しんでいただけます。

主にシャンソンを演奏。珍しい手廻しオ
ルガンを間近に見ることができ好評で
す。どこか懐かしく優しい音色をお楽し
みください。

木の葉などで作った手作りの笛、鼻息で
吹く鼻笛、ドイツの竪琴ライアー、カエ
ルパペット型電子楽器ケロミンなどの
珍しい楽器とハーモニカ、ピアノなどの
おなじみの楽器とのアンサンブル。

４種類のサックスを使用して、ポップ
ス、童謡、ジャズ、映画音楽など、誰でも
一度は耳にした事のある曲を中心に演
奏しています。

日活映画俳優デビュー以後、テレビ、舞台
等で活動。１９８０年、日本マーキュリー
レコードより「通り雨の女」
「恋ざんげ」で
歌手デビュー。新曲「さすらい舟」でがん
ばっています。

女性のこぎり音楽奏者として、フォー
ク、ポップス、演歌、抒情歌を小話等の話
芸も入れ演奏します。各イベント、ライ
ブハウスで活動中。哀愁のある音色をお
楽しみください。

西洋のこぎりで童謡から演歌、ポップ
ス、クラシックまで音楽ジャンルは広
い。ʻ０９年アメリカ「国際ミュージカル
ソウコンテスト」準優勝。各種イベント、
ライブハウス、TVに出演中。

（特殊楽器楽団）

■ http://ameblo.
jp/asakusashibaraku/
■ 出演者：1人

■ 出演者：1人

（アコースティックトリオ）

プロジャグラー、
ジャグリング講師、
ジャ
グリングイベント・プロデューサー。
江東
区の深川をジャグリングで盛り上げたく
「門仲ジャグリングナイト」
「ふかがわ小
路演芸祭り」など、地元でのイベントも
行っています。

学生時代から役者、
モデルを囓り続け、
天
啓の如き思い付きで30歳からパントマ
イムを始める。
遅すぎたホープ。
並行して
ケアリング・クラウンとして活動中。

幼稚園や保育園を中心に人形劇・紙芝
居・童謡などの歌で「みんなが笑顔にな
れる」ステージをお届けしています。対
象年齢に合わせ、パフォーマンス内容も
ご相談ください！

Ｒ＆Ｂフィーリングの大人のオリジナ
ルバンド。ギター＆ベースのアンプラグ
トリオです。独特なメロディー・歌詞そ
してトークを交えてＬＩＶＥを行います。

■ high-beam.
info/shinnosuke
■ 出演者：1人

アニメの声まねやマジックを取り入れ
たバルーンショーは国内外で好評。こど
もから大人まで楽しめる大変盛り上が
るショーです。

人形や様々な道具を使って腹話術をや
ります。お子様から年配の方まで、幅広
く楽しめる芸です。特に笑えるネタを多
く揃えております。

オリジナル、キャラクターなどのかわい
いバルーンを作ります。

■ 出演者：1人

■ www7b.biglobe.ne.jp/~kinji69g/

（似顔絵パフォーマンス）

■ htttp://blogs.yahoo.co.jp/kazamaymk/
■ 出演者：1人

■ 出演者：1人

カゲロウ

（歌・紙芝居・人形劇）

似顔絵大道芸『アラ似てたのネ』コント
仕立てで歌いながら観客の似顔絵を描
きます。
『上の空似顔絵問答』は観客のお
話を聞きながら、１人３分くらいで似顔
絵を描きます。

ディアボロ、
パントマイム、
ダイススタッ
キング等、幅広いレパートリーを持つ小
学生パフォーマー。天性のノリの良さ
と、ミュージカルで鍛えた柔軟性、ダン
ス・センスで盛り上げます！

■ http://aiaiyoshiyoshi
̲wix̲com/
kidjugglerleo

カザマ

エフ・イチマル

（パントマイム、
クラウン）

（バルーン＆マジック）

国内屈指の技術を誇るカラーコーンを
用いたジャグリングを中心に独特の
キャラクター、独自の演目で表情豊かに
味わい深いショータイムを展開します。

■ http://blogs.yahoo.co.jp/kusabuehonpo
（草笛本舗）
■ 出演者：9人

■ htttp://www.balloon-marika.com
■ 出演者：1人

■ http://p-labo.jp/
team/
■ 出演者：1人

ぴのこ

■ http://happy-gundan.com
■ 出演者：2~9人

フウセンオウジ

残像２０１１

■ 出演者：3人

コト

ラムセス

（クラウン）

（バルーンショー）

ジャズ箏ユニット Ramses

アニメのような効果音をまとい、不思議
な空間を作り出す。ほのぼのパフォーマ
ンスをお楽しみください。

バルーン・アーティスト。2011年度か
らアニメ
『ワンピース』
の公式イベントに
も出演中。
バルーン界のトップパフォー
マー！ぜひ、
一度ごらんください！

■ htttp://hu-senouji.com/
■ 出演者：1人

キノシタカズヒデ

神川仁

（サックス四重奏）

■ 出演者：4人

（演歌）

■ 出演者：1人

■ 出演者：1人

のこ木本

■ http://www.geocities.jp/nokokimoto/
■ 出演者：1人

スナマチ

（ヴァイオリン演歌）

（ギター・ピアノ弾き語りwithDTM）

ケーナ ワイラ デ 砂町
（フォルクローレ）

（歌とピアノ）

（音ものパフォーマンス）

（アコースティックユニット）

（ウクレレとギター）

スタンダードな書生姿のヴァイオリン
演歌のほかに、女学生の袴姿で女声で歌
う女学生版もできます。明治・大正・昭和
前半の流行歌・唱歌・軍歌を中心にアニ
メソングまで150曲のレパートリーが
あります。

音楽作家・アコースティックギターとピア
ノ二刀流のシンガーソングライター。中距
離ランナー出身。
「前向きな楽曲」
「常なる音
楽的進化」をモットーに作詞曲・アレンジ・
ライブ活動を展開中♪

アンデスのたて笛ケーナ、風の音色の管
楽器サンポーニャなどで地域ごとにリ
ズムが多彩な南米の音楽、フォルクロー
レを主に演奏をしています。

オリジナル曲を中心に、ライブハウス
等で活動している他、地域のお祭りに
も参加しています。明るく元気に演奏
します♪

女性ボーカルのアコースティックユ
ニット。ライブハウスやストリートで活
動中。カバー曲やオリジナル曲など幅広
く演奏。

ウクレレとギターのおじさんデュオで
す。ジャンルを問わず美しい曲を集めて
音楽の心を伝えます。必要に応じて歌姫
も加わります。

■ 出演者：9人

■ http://ameblo.jp/papico-jazz/
■ 出演者：2人

「誰もが楽しめる音楽」
「見ても聞いても
楽しいものを」そして懐かしさとあたた
かみをテーマに音楽に取り入れ、独自の
アレンジや振付けの演出で、
「 音ものパ
フォーマンスユニット」として活動中。

■ http://music.
geocities.
jp/k̲hop̲blue̲sky/

パオパオ堂。

■ http://paopaodo.jimdo.com/
■ 出演者：5人

ハローワンルーム

■ http://hellooneroom.web.fc2.com
■ 出演者：2人

ヒロ＆ノリ

■ 出演者：2〜4人

■ 出演者：1人

ショウワヒトリガクダン

ショウワ

タノ

カイ

（箏&ギター）

昭和一人楽団

（シンセサイザー生演奏）

昭和ロマンを楽しむ会

箏、低音琴の１７絃Bass、ギター３つの
弦楽器が織り成す直球ＪＡＺＺ！天然
石 で 奏 で る 音 色 、オ リ ジ ナ ル・ス タ ン
ダード等、独特の味わい深いラムセス・
ジャズワールドで表現します。

手弾きシンセサイザーとPC伴奏のオー
ケストラ(20人編成担当)一人バンド。
世界唯一の新システムで軽音楽、唱歌、
童謡、流行歌…等、昭和の郷愁曲生演奏
と唄。

明治・大正を含め昭和を中心とした演
歌・唱歌をヴァイオリン＆ウクレレ伴奏
で歌います。

■ http://ramsas-world.com
■ 出演者：3人

ぱぴこ

ドウ

木下和英

■ http://plaza/
rakuten.co.jp//
kamamoto/
■ 出演者：1人

風船王子

■ http://pinokon.blog.jp/
■ 出演者：1人

カミカワヒトシ

■ http://edogawanavi.jp/shop/100055/
■ 出演者：1人

（ヴァイオリン演歌）

■ http://www.geocities.jp/
peaceman̲f/syowa-roman
■ 出演者：2人

■ 出演者：1人

シントウメイ

シジュウソウダントウキョウシブ

新東名コントラバス四重奏団東京支部

ひろみアンドぜん

プリコロハウス

プロムカルテット

まつもとかなみ

コントラバス3本とパーカッションか
らなる異色の四重奏団。全員がプロの演
奏家として活躍しており、実力は折り紙
付き。クラシック、ジャズなど様々な分
野の音楽を楽しんで
頂きます。

江東区の“のびのび第２大地”という障害
者の働く作業所で結成した二人組です。
ヴォーカルとギ
ターでオリジナ
ル曲を中心にお
贈りします。

テナーサックス担当まるゆん、アルト
サックス担当ヒロ、ドラム担当むたこに
よる音ものユニット。ミニ編成音楽ユ
ニットとして全国どこでも演奏します。

気軽に楽しむという音楽用語”プロムナード
“のように、クラシックからアニメソングま
で様々なジャンルを演奏。種類の違う4本の
サックスで繰り広げるパフォーマンスは、
聴く人と一緒に楽し
める音楽として好評。

わーい！みんなこんにちは。まつもとか
なみだよ！みんなと楽しいあそびをす
るよ！紙芝居や、うたをうたうよ！

■ http://shintomei.
web.fc2.com/
■ 出演者：4人

■ 出演者：2人

（コントラバス四重奏）

（フォーク・デュオ）

（ミニマーチング）

■ http://puricorhouse.wix.com/home
■ 出演者：3人

（サックス四重奏）

（子ども向け音楽）

■ youtube.com/user.tonaritv
■ 出演者：1人

■ http://proﬁle.
ameba.jp/
promeq/
■ 出演者：4人

シュール・ド・ウェーブ

ショカクヤテンタ

フカガワサイジン

（フリースタイルフットボール）

（ジャグリング）

ストレンジ・ディッシュ

フーセンおじさん
（バルーンショー）

（踊り＆歌）

（マジック）

笑いと大道芸を同時にお届け！お笑い
大道芸人 米ジャグです！アゴの上にな
んでものせる芸を中心にお笑い甲子園
３位の自慢のトークで楽しくパフォー
マンスします！

サッカーボールを使ったリフティング
パフォーマンスで関東を中心に活動中。
ダンスやアクロバットで観客を魅了す
るサッカーの新しい形です。日本選手権
初代チャンピオン。

ジ ャ グ リ ン グ 、マ ジ ッ ク 、ヒ ュ ー マ ン
ビートボックスやバルーン、バランス芸
を中心に、ショッピングモールやお祭り
で活動中。

パントマイムとクラウンの奇想天外なコメ
ディショー。パントマイム、ジャグリング、ダ
ンス、バルーン…。何が起こるかは見てのお
楽しみ！２人の息の合ったやりとりは、子供
からお年寄りまで、みんなで楽しめます。

バルーンアート創作、一般を含め50種
類以上のレパートリーあり、得意はドラ
えもん。

アメリカナイズされたジャパニーズエ
ンターテイナー。アメリカテキサス州マ
ジック大会7回優勝。ＮＨＫやＴＢＳ、
全国多数の小・中学校に出演。

■ http://komezyagu.
web.fc2.com/

■ http://www.surdewave.com/
■ 出演者：１〜3人

江東区深川が発祥。地元メンバーが集ま
り、江東区に関わるオリジナル曲、詞、メ
ロディーに合わせ振り付けをし、踊りと
歌でお祭りの町深川のパワーでみなさん
にお届けします。町を盛り上げイベント
も賑やかに江戸を彩る「深川祭人」です。

蹴流波−Sur De Wave−

■ http://www.s-tenta.com
■ 出演者：1人

■ 出演者：1人

セオッピ

ダイドウゲイニンジェイティー

（スポーツスタッキング）

（ジャグリング・バルーン・マジック）

リズムに合わせて様々な色のカップか
ら繰り出される卓越した技が、観客の視
線と心を釘づけに。スポーツスタッキン
グの世界チャンピオンがスタイリッ
シュなショーをお届けします。

ジャグリング・バルーン・マジック・バラ
ンス等を組み合わせた、楽しくゆるキャ
ラの様な空気を持つ大道芸人です。

大道芸人ＪＴ

■ http://jt1028.web.fc2.com/
■ 出演者：1人

タカシマヒメノ

（コメディーショー）

■ http://www.strangedish.com
■ 出演者：
2人

■ yasuio.oishi-balloon@koalanet.ne.jp
■ 出演者：1人

深川祭人

フミオ

松鶴家天太

米ジャグ

■ http://sportstacker-seoppi.com/
■ 出演者：1人

キモト

西こうじ

（ジャグリング）

バルーン☆マリカ

（キャラクター・バルーンアート）

ＳＥＯＰＰＩ

ニシ

ＮａｔｕｒａｌＱｕａｒｔｅｔ

ハッピーぐんだん

バトルロイヤル風間

（腹話術）

（ジャグリング）

カルテット

お器楽雑奏隊

パール･ｆ･市丸

小島政男

（ジャグリング、パントマイム）

コメ

ナチュラル

淺草十一寸

やまだとこ

音楽系部門

ＮｉＡ

（顔力 ジャグリング）

■ http://www.oro-pon.com/
■ 出演者：1人

ナカザワ

NAKAZAWA SC のゆかいなコーチたち

■ 出演者：1人

■ 出演者：1人

おろしぽんづ

トミ

ＴＯＭＩ

2組

麻布十兵衛

（ガマの油売りほか）

トーキョーマイヤジン

ＴＯＫＹＯ舞夜神

■ http://ameblo.jp/it
oayaturiningyou/

大道芸部門

テンセイ

Tensei

■ http://www.facebook.com/fukagawasaijin/
■ 出演者：30人

ボロコップ

シバ

マジシャン

ヨリ

（忍者活劇パフォーマンス）

たけちゃん

（バランスアクロバット）

ＢｏｒｏＣｏｐＳＨＩＢＡ

Ｍｇｉｃｉａｎ ＹＯＲＩ

元気いっぱい、でもちょっとまぬけな女
忍者が巻き起こすコミカル・ポールダン
ス演劇！高さ３メートルのポールを使
い、時にキュートに時に美しく活躍する
女忍者の空中活劇。

ボール、デビルスティック、シガーボッ
クス等のジャグリング。更にハラハラ
ドキドキのバランス芸はショーの見所
です。

東京都公認ヘブンアーティスト。多数の
不思議な仮面を使いつつ、鞄から巨大な
ストロー・梯子が出現等、マジック・パン
トマイムを取り入れた仮面コミカルマ
ジックショー。

鷹島姫乃

■ http://www.himenotakashima.com/
■ 出演者：1人

■ 出演者：1人

（仮面マジック）

■ http://www.borocopshiba.com.
■ 出演者：1人

Ｆｕｍｉｏ

■ http://www.
fumio.magic.
com
■ 出演者：1人

ミズベ

ふるえんぷてぃ ぷちっ。
（クラウンショー）

ジー

サウンズ

ジャズ

オーケストラ

G Sounds Jazz Orchestra

ソン

デ

キューバ

タイショウ

Ｓｏｎｄｅ Ｃｕｂａ

（スィングジャズビッグバンド）

（キューバ音楽＆ダンス）

クラウンのＫＯＴＡくんとおっとちゃん
のドタバタコメディーショー。２人なら
ではのジャグリング、バルーン、タップ
ダンスなどなど…。みんなを笑顔にし
ちゃいます。

定年を過ぎたジャズ好きのメンバーが集
まり結成した“爺さん達のジャズ楽団”で
す。
1920〜60年代のジャズがホットで
シンプルだった頃のダンサブルな曲を演
奏しています。
ぜひお聞きください。

ダンスと演奏でカリブ海の風をお届け
します。キューバのサルサダンスで楽し
いステージです。

■ http://www .blogs.yahoo.co.jp/fullempty̲petit
■ 出演者：2人

■ https://www.facebook.
com/GSoundsJazzOrchestra

■ http://www.kt.rim.or.jp/~yosibumi
■ 出演者：6人

チバ

コウトウ

（マジック）

（人形振り）

ももいろぞうさん

千葉スイングタイムス

てぃあらアンサンブル江東
（クラシック・軽音楽）

スクリーンを用いカードマジックを投影
披露＆レクチャーします。毎年スリラン
カ大使館神前マジシャン公演に出演、各
地マジック教室の講師を務めています。

お人形が織り成す不思議で愉快なパ
フォーマンス。

「カラフル・ポップ・エンターテイメント！」
を合言葉に、キュートでコケティッシュ
なショーを行う演劇ユニット。お子様向
けから大人向けまで何種類ものショウ
ができます。

クラリネット１本でスイングジャズ、ク
ラシックを演奏。
「 日中文化交流のつど
い」
「新潟総おどり」
「新潟ジャズストリー
ト」
「村上ジャズ町
屋」等の町おこしイ
ベントにも企画・演
奏を行っています。

音楽で、聞いていただいた方々の気持ち
を豊かにします。

■ 出演者：1人

■ http://
ameblo.jp/
mari-goround/
■ 出演者：1人

■ http://proﬁle.ameba.jp/momo16zousan/
■ 出演者：2人

カイ

（ジャズクラリネット）

■ 出演者：1人

■ 出演者：18人

タナカユウイチ

ミルク

モトカガショウガッコウピーティーエーワダイコ

ユエミンリャン

（和太鼓）

（二胡）

（エレキバンド）

二胡演奏。2014年上海音楽学院にて中
国国家規定二胡検定試験10級合格。都
内のライブハウスでの演奏、各所ボラン
ティア演奏活動を行う。

ベンチャーズをはじめ、主にインストル
メンタルを演奏しています。結成45年
おやじバンドです。

（ヴァイオリン演歌）

田中裕一

（ジャズギター）

Mｉ
ｌｋ
【弥勒】

元加賀小学校PTA和太鼓クラブ

大正時代に活躍したヴァイオリン演歌
師の恰好で、明治、大正、昭和の唄を唄い
ます。状況・時間により、大正琴、踊り、民
謡、
チンドン屋もご披露いたします。

ジャズギタリスト／田中裕一。キングレ
コードから２タイトルリリースを含む
アルバム５タイトルを現在までに発表。
ソロギター演奏から、他楽器やボーカル
とのコラボなど。

沖縄の唄を心地よい三線とピアノでお
届けします。心に響く唄、オリジナル曲、
みんなで踊れる楽しい曲など。
「 海は命
の宝物」は2013年Ｓ-1グランプリでグ
ランプリ受賞。

結成20年以上の歴史ある小学生高学年
のクラブです。いろいろな場で皆さんに
和太鼓ＰOＷＥＲをお届けします。

■ http://homepage2.nifty.com/tanosiki/
■ 出演者：１〜3名

■ 出演者：17人

水辺まり

（ストリーシアター）

タノ

大正を楽しむ会

ドウシンエン

同心円

■ http: //yt.
web5.jp
■ 出演者：１人〜

ラ

トローバ

（沖縄民謡）

■ http://milkmilk.blog.jp
■ 出演者：2〜4人

ワダイコ

オフミ

■ 出演者：4人

トウキョウニガオエクラブ

（和太鼓）

（フェイスペイント）

東京似顔絵倶楽部

聞いて楽しい、見て楽しい、そして自分
達も楽しい演奏を目指し、施設、商店街、
地域のお祭りなどで活動しています。和
太鼓体験も大変喜んで頂いております。

フェイスペイントで各地イベント、お祭
りを中心にボディペイントショー等幅
広く活動しています。

絵描きと漫画家のグループです。
「 安価
でより良質な絵を」モットーに長年似顔
絵を提供しています。一日20人位から
100人位迄のお客様に対応可能です。

（ポップス）

（キューバ音楽＆ダンス）

和太鼓ユニットここみ

東京下町、千葉、静岡を拠点に活動する
アコースティックロックデュオ。ハーモ
ニーに定評があり、カバーからオリジナ
ルまで幅広く歌うことができます。過去
には、江東シーサイドマラソンにて「国
歌斉唱」
を務めた経験もあり。

ラテン・キューバ音楽。
アップテンポな曲
からバラードまで、即興の歌やダンスを
交えて演奏します。
子どもから大人まで、
幅広い層を対象に
会場を盛り上げま
す。

■ 出演者：2人

■ http://yue-erhu.com
■ 出演者：1人

リーム

ＲＥＡＭ

０２３

LA ＴＲＯＶＡ

■ http://www.dousinen.com
■ 出演者：2人

■ 出演者：4人

月明亮

■ http://www.nakaofumi.org/
■ 出演者：1人

■ 出演者：3人

絵画系部門

（似顔絵）

■ 出演者：1〜7人

（3）出演決定後は主催者とアーティスト間で詳細事項を決定してください。

出演交渉成立までの流れ・手順について【主催者・アーティスト共通】

また、
大幅な依頼内容の変更が生じる時は、
アーティスト並びに事務局にご相談ください。
1.

５．道路使用許可について

9.

道路使用については、道路交通法第７７条（道路の使用の許可）
に基づき、許可が必要になる場合があ

依頼

終了

報告

事務局

い。

また、急な天候変化でパフォーマンスの実施ができなくなった場合、パフォーマンスの有無に係らず謝

主催者

3 .出演意思表示
2.出演依頼情報提供

（1）パフォーマンス実施にあたっては事務局・主催者・アーティストが互いに円滑かつ安全に進行する
よう努めなければなりません。
（2）パフォーマンス実施にあたっては万全な安全策を講じ、事故防止に努めていきます。万が一、事件や
事故が発生した場合、
事務局・主催者・アーティストが速やかに対応することとします。

参加アーティストにより様々ですが大掛かりなステージ等は必要ありません。
９．出演料について
KOTO街かどアーティストの目的は歩行者天国等でのライブパフォー
マンスが原点となるので、投げ銭を募ることが基本となります。
ただし、
主催者側の意向（指名）
による出演依頼や、企画イベント等での出演依
頼の場合は、その都度相談となります。主催者からの厚意による謝礼
金、弁当、
交通費などはその限りではありません。
10. 投げ銭による出演費の対価獲得
出演料がないイベント
（無償イベント）
については、投げ銭の許可をお
願いします。
11. 主催者側が準備するもの
条件提示によっては控室、
電源の確保、
駐車場等が必要となります。
12. 終了報告
（講評）
より良い運営を目指すため、
終了後事務局へご報告ください。

ボナ植木氏（ナポレオンズ）より

みなさんこんにちは。私は特別審査員のコメディ・マジシャ
ン・ナポレオンズのいい男の方？のボナ植木です。ここにご
紹介する
『KOTO街かどアーティスト』達は私が自信を持っ

アーティスト

て選んだ人達ばかりです。今回も様々なジャンルのアーティ
ストが出番を待っています。街のお祭り、子供会、老人会、そ
の他に企業のイベントなどなど。様々な所で「何か盛り上げ

１．主催者から事務局（江東区文化センター）へ出演依頼

たいなあ」
と感じたら、ぜひこのアーティスト達を思い出して

出演依頼にあたっての条件提示を事務局へ提示していただきます。 （出演依頼オーダー票あり）

①開催名（内容など） ④出演依頼部門
②日時
⑤出演可能団体数
③場所（エリア）
⑥出演費の有無

（大道芸か
音楽等）

主な条件項目

⑦弁当の有無
⑩雨天時の対応
⑧交通費の有無 ⑪駐車場の有無
⑨控室の有無
⑫その他

２．事務局からアーティストへメールにて出演依頼を配信
条件にあうアーティストへ、事務局からメールによって配信します。
３．アーティストから出演可否の回答
回答はあらかじめ指定した先へ直接連絡してください。指定する先は事務局の場合または主催者の場合があります。

８．パフォーマンスエリアについて

特別審査委員

9 .終了報告

金、交通費などが発生する場合があります。
７．実施にともなった事故の発生について

《KOTO街かどアーティスト》の認定に際して

5 .当
日ま
での
3.
詳細
出演
交渉
意思
表示

６．雨天時の対応について
当日の状況
（設定）
にもよりますが、
主催者とアーティストで相談の上、
決定してください。

平成28・29年度認定

※番号は、下の文章と
連動しています。

ります。
この件については、各所管の警察署と相談のうえ、事前に条件整備する必要があります。
なお、
道路使用許可については、事務局（江東区文化センター）は行ないません。各主催者が行なってくださ

平成28年4月1日発行版

４．事務局から主催者へ決定アーティストの報告
出演希望のあったアーティストまたは、出演許諾のあったアーティストを事務局から主催者へ報告します。
５．出演決定アーティストと主催者との打ち合わせ
（1）出演決定アーティストの代表連絡先と主催者の連絡先を双方へ通知します。開催までに詳細な打ち合わせをお
願いします。
（2）その際に得たアーティストの個人情報、主催者の連絡先等についての漏洩には、充分配慮するとともに、他の目
的で使用しないでください。
６．主催者の広報活動
開催形態によって様々ですが、チラシその他の周知に心がけてください。その際、
「 KOTO街かどアーティスト」の肩
書きを明記してください。
7．参加アーティストの広報活動

ください。そのイベントにあったアーティストがきっとみつか
るはずです。それだけバラエティーに飛んでいるメンバー達
です。そして笑いや感動のある活気あふれる江東区にしよう

KOTO街かどアーティスト

ではありませんか。ぜひ文化センターのスタッフになんなり

アーティスト
カタログ

とご相談してください。
よろしくお願いします。

平成28・29年度版

※アーティストの役割

（1）参加団体は現地へ直接出向き、主催者（担当者）
に参加アーティストであることを告げます。
（2）パフォーマンスにあたっては、主催者の指示に従います。
（3）パフォーマンスにあたっては、
プレート及びのぼり旗を掲げます。
（4）参加アーティストは、パフォーマンス終了時すみやかに主催者および事務局へその旨をメールなどで報告してく
ださい（会場へ事務局員が立ち会った場合は、その限りではありません。）
（5）パフォーマンスにあたっては、①KOTO街かどアーティストとして実施していることを告知してください。
②KOTO街かどアーティスト事業はどのようなものかを周知するよう努めてください。

1 9 5 2 年 4月3日東 京 錦糸町 生まれ。専 修 大 学マジックサー
ク出身。
コメディマジシャン・ナポレオンズのマジック担 当 。日
本テレビ「笑点」の演芸コーナー最多出演記録を更新中。近
年、
ソロでも活 躍 中 。
ジャズとマジックを融 合した「ジャマライ
ブ」
というライブを毎月開催。他に「ボナ・ペティ・ライブ」
という
マジックバラエティライブもプデュース。最 近では腹 話 術もレ
パートリーに入れ芸 域を広げている。ボナ植 木のホームペー
ジ『新・手品師の裏側』
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/napobona/index.html

主催者（依頼者）としての基本事項について
１．KOTO街かどアーティストの称号

●事業概要

本事業は、地域活性化と芸術家のいる賑わいのある街の創出が目的です。
また、
アーティストは単なる

事業の目的

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団で認定した
KOTO街かどアーティストが、江東区内文化センターを
はじめとする公共施設、区内商店街、商業施設などのパ
ブリックスペースでライブパフォーマンスを行うことに
よって、地域の活性化と芸術家のいるにぎわいのある街

・アーティストの発掘と発表機会の提供
・地域の活性化
・江東区（街）のイメージアップ

を創出していくために実施する事業です。

にぎやかしとしての性格ではなく、前述の目的と意識をもって実施していただくことが前提となりますの
で、広報等での取り扱いおよび実施に際しては
「KOTO街かどアーティスト」の称号（肩書き）
を必ず明
記し、周知していただくようお願いします。
２．のぼり旗の使用
上記にあわせて、所定の「のぼり旗」
を周囲に置いて実施するようお願いします。のぼり旗は、江東区文

個人のホームページや、その他広報活動を積極的に行ってください。
8．開催日当日

ボナ植木（ナポレオンズ）

化コミュニティ財団の各施設に常備しております。事前に江東区文化センターに連絡の上、旗を取りに

●KOTO街かどアーティストの活動
江東区内の公共施設や商店街を中心に、町会・自治会などの催事など、音楽やその他パフォーマンスを公に披露
することが基本活動となります。ギャラの獲得は、投げ銭が前提です。やがては、アーティストにオーディエンス（観

行く旨をお知らせいただき、各主催会場へお持ちください。
また、催事終了後、旗をもとの施設にご返却
くださいますようお願いします。

客）がつき、様々な場面で活躍が期待されます。

３．広報活動について
主催者作成のチラシやその他の広報媒体にはできるかぎり情報を掲載いただくようお願いします。そ

●ライセンスの期限
本カタログ掲載アーティストのライセンスの期限は2年間です（平成28年4月1日から平成30年3月31日まで）。

の際、KOTO街かどアーティストの称号（肩書き）
を明記するようお願いします。

9．主催者から事務局への報告

13. 個人情報について
アーティスト出演交渉の際に得た個人情報の漏洩には、充分配慮す
るとともに、他の目的で使用しないでください。

主催者及びアーティスト事務局へ本番当日の状況を報告していただきます。
10．その他
（1）当日の進行等については、主催者の指示に従ってください。
（2）上記にない項目や条件については、その都度、主催者と協議のうえ実施します。

４．参加団体との交渉

主催・問い合わせ先
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

江東区文化センター

〒135-0016 東京都江東区東陽4−11−3 Tel.03（3644）8111
KOTO街かどアーティスト担当まで

Fax03（3646）8369

（1）出演依頼については、必ず事務局を通してください。それ以外のものについては、KOTO街かど
アーティスト事業の対象外となります。
（2）主催者と事務局双方で確認をした、出演依頼表（申込表）の内容を元に各アーティストへ出演打診
を行ないます。

