
GAMA ROCK STAGE

TOILET

FIRST-AID 

09:30 WHOOPIES＆98’S 

11:05 3ガガヘッズ

13:00  HINARI／AIKA＆AYANO／Genkids☆のりのり塩竈

13:20 渋さ知らズGAMAオーケストラ

14:50 シシド・カフカ with 大宮エリー

16:00 インディーズ電力

17:10 Journey back Home「こころの旅」in GAMA ROCK
　　　            　(Rachel Chan & 坂本美雨 & 四家卯大 &  伊澤一葉  &  柴田雅人) 

WILDERNESS STAGE

入口

ウミネコがあたまに止まっているよ

「港のウミネコが飛んできてあたまに止まっちゃった！」
ウミネコを自由に描いて、カチューシャにしたら
あたなのあたまにもウミネコがとまってくれるよ。
音楽好きのウミネコをGAMA   ROCK会場にたくさん呼びま
しょう。

参加費：500円
講師 : こばやしひでみつ ／ 所要時間：20分

10:00-12:30 テント1

　　【会場に関する注意事項】●会場内外で発生した事故、盗難等について、
主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。お客様ご自身で管理をお願
いします。●係員の指示に従われない方､また､他の方の迷惑になる行為を行っ
た方は、強制的に退場して頂く場合がございます。その際のチケットの払戻し
は一切行いませんので予めご注意下さい。●会場内へのレジャーシート・折り
たたみイス等（すぐに片付けられるもの、多くのスペースを必要としないもの）
の持ち込みは可能ですが、他のお客様のご迷惑となる場所でのご使用はご遠
慮下さい。混雑時や場所によっては係員より移動・撤去をお願いする場合がご
ざいます。●会場内は所定の場所を除き全て禁煙です。喫煙は、会場内に設置
の喫煙所をご利用下さい。●会場内に主催者が設置するコインロッカー及びク
ローク等の施設はございません。荷物等の保管は各自で行って下さい。●会場
内へのカメラ・録音・録画機器の持ち込みは可能ですが、出演アーティストの
撮影･ライブ録音はいかなる場合も禁止致します。●会場内での傘の使用は禁
止致します。●授乳・オムツ替え等は救護テント内にて行えます。
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GAMA ROCKを形づくる「人 の々想い」をより「見
える」ものへ、そして「伝える」ため、GAMA ROCK 
FLAGを人びとの手でつくり掲げています。
「ようこそ！」という気持ちを添えて。

GAMA ROCK FLAG　
未来への道しるべ

NO ENTRANCE
( BACK STAGE )
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D

FREE SPACE

振舞い酒ブース（阿部勘・一ノ蔵・浦霞）
熊久商店（飲料・酒類）
塩竈・藻塩スイーツ倶楽部（スイーツ・カキ氷）
阿部亀商店（カレー） 
みどりの会（山形芋煮・玉こん）
ふる里料理 つる屋（やきそば）

振舞い酒ブース（阿部勘・一ノ蔵・浦霞）
熊久商店（飲料・酒類）
塩竈・藻塩スイーツ倶楽部（スイーツ・カキ氷）
阿部亀商店（カレー） 
みどりの会（山形芋煮・玉こん）
ふる里料理 つる屋（やきそば）
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はちやの餃子（餃子）
gout（ハムカツ）
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10,000 funny faces

写真家富永泰弘が世界の人 1々0,000人の変な顔を集める個人企画です。
写真を撮らせていただいた方にはその場で1枚プリントして無料で差し上げます。
自慢の変な顔、お待ちしております。

参加費：無料（2枚目以降100円）
講師：富永泰弘 ／ 所要時間：3~5分

16:00-18:30 テント1

Tシャツリメイクワークショップ！

今年のアスカオリは、Tシャツをリメイク！
切って貼って結んで、ロックに変身！！
＊Tシャツはリメイクしたいものをお持ちください。
または、着ているものを着替えていただくか、会場でお買い求
めください。

参加費：500円
講師：：アスカオリ／ 所要時間：20分

10:00-12:30 テント2

モンスターをつくろう！

新聞とテープを使って被り物をつくるワークショップ。 思い
っきり新聞をぐしゃぐしゃしたり、破ったりして大人も子供も
楽しもう！
※３歳以下の方は同伴者の付き添いをお願いいたします。

参加費：無料
講師：モンスターズ ／ 所要時間：30分

13:00-15:30 テント1

テント1

タワレコポスター
撮影会

SMOKING AREA

Sign design : Ken Kawakami /  Map design : Shunsuke Umeki

ALAM（ピザドッグ・スープ）
蒲鉾連合青年部（笹かま・牛たん・丼）
救州ラーメンプロジェクト（ラーメン）
三陸フィッシャーマンズ（ホタテ・北三陸ウニ）
キタヤ餅店（ずんだ・おこわ）
塩釡水産物仲卸市場（海鮮類）
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      振舞い酒ブースで
【GAMA ROCK限定ラベル日本酒】と
 【GAMA ROCK限定グラス】を販売します！

限定販売

10:00　開会挨拶　平間至＆ATSUSHI

10:05　UHNELLYS

10:30　べっぴん墓嵐（オーディション優勝者）

11:30　中田裕二

12:30　大友康平

14:15　CHEAP PURPLE with うじきつよし

15:25  「金子家族 & 木下のスティビーはどこいった？」
　　　　　金子家族(金子マリ、金子ノブアキ、金子賢輔) & 木下航志

16:35 the LOW-ATUS（細美武士＆TOSHI-LOW）

17:45　Caravan

18:35　ATSUSHI presents 
 『GAMA ROCK SESSION』

19:35　閉会挨拶 平間至＆ATSUSHI

（Dragon Ash／POWER of LIFE）

エコステーション

GAMA ROCK ART SHOP

東北で活動するアーティスト、東北を想うアーティストの作品を集めた限定のお店をアートスペースに開きます！

＜出品予定アーティスト＞朝倉弘平（モンスターズ）/アスカオリ/さのみさと/坂内まゆ子/Shimaumafive
                                                多田玲子/Murgrap/あくび舎/gramrriy/フジサキタクマ　…and more

10:00-18:00 テント4

（Dragon Ash／POWER of LIFE）

ペンギン文庫

ペンギン文庫は東北を中心に、車に本を
積んで様々な土地で本屋を開く。写真や
美術、文芸、詩などの新刊書を中心とした
ラインナップで、本の持つ新しい可能性
を探す移動式の本屋です。

ペンギン文庫

GAMAオフィシャルグッズ/タキヒョー
へい輪プロジェクト

チェロ部
LOVE FOR NIPPON

チェキ撮影

ロモグラフィー

NO ENTRANCE
( BACK STAGE )

テント2

テント3

テント4

オリジナルうちわを作ろう

かもめシール、マスキングテープ、カラーペンを使って
カラフルなうちわを作ろう！

参加費：無料
講師：：東北生活文化大 生活美術学科 森敏美教授 他
所要時間：15～20分

13:00-15:30 テント2
ペタペタエコバック

名前やメッセージ、イラスト、マーク、、、
好きなはんこをペタペタ押して
オリジナルのエコバックを作ろう!

参加費：300円/枚
講師：：donutの消しゴムはんこ屋
所要時間：5～10分

16:00-18:30 テント2
環境に優しい虫よけスプレーを作ろう！

植物の花、葉などから抽出した天然の素材であるエッセンシャルオ
イル（精油）をブレンドし、オリジナルの虫除けスプレーを作ろう！

 参加費：400円/個
 講師：：公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク
 所要時間：5～10分

10:00-12:30 テント3

GAMA ROCKカラーでネイルアートしよう！

セルフジェルネイルで
とびきりの1本をGAMAROCKネイルで飾ろう！
(マニキュアもご用意しております)

参加費：500円/1本
講師：：ローズデール STAFF
所要時間：15分

16:00-18:30 9:30-11:30

ヘアアレンジで可愛く目立っちゃおう！

ホワイト・オレンジ・ブルーを基調にしたアイテムで、
普段はできないヘアスタイルに挑戦してみませんか？
イビサスタッフが皆さまを可愛く変身させちゃいます！

参加費：500円   ※小学生以下無料
講師：：IBIZA STAFF
所要時間：15分から20分

テント3

 INFORMATION

どんぐりで遊ぼう

どんぐりのコマ、やじろべえ、どんぐりがコロコロと転がっていくすべり台など、
どんぐりおもちゃで遊ぼう！
※どんぐり広場で遊ぶときは、保護者の方の付き添いをお願いいたします。

 参加費：遊びは無料 ※どんぐりおもちゃが欲しいときは100円
 講師：：森のようちえん虹の森
 所要時間：遊びたいだけ。
                    （混雑時などは20分程度でお声がけさせていただきます。）

10:00-12:30 テント3

きみの地元の○○新聞！つくってみないか？

みんなが知っている地元のおすすめの場所やおいしいもの、
地元あるあるなどを自由に描いてかべ新聞をつくろう。
これでキミも新聞記者だ！
ほかにもNPOの絵本展やクイズラリーも登場するよ。

 参加費：無料
 講師：：せんだい・みやぎNPOセンター
 所要時間：15分

10:00-12:30 テント4テント4


