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それで も 248昔 間、明 か りの絶えな い東京 の、そ の 真
ん 中の小金丼 に、真 つ暗闇がある。 しか も壁 も幕 も設
えずにできあがる。8ミ リフ イルムを映写するにあた
って最も気 づか うのは、余計な光 が差 し込まないよ う

◆ リサ イ クル バ ザ ー 出 品者 募 集 !◆
「リサイクルバザー」(家 庭の不要品のみ )の 参加者を募
集しています。ご希望の 日にちと(11/20r3あ るいは両
日)、 販売される内容、そしてお名前とご住所、電話番号

取 り計 らうこと。 しか も今年の祭 りの日程で は、新月
を迎 える。 <じ ら山下の林では、ただ夜 を待 つ だけで

を電子メールで下記までお知らせください。

映画館並みの暗さ が期待 できそ うだ。こんな リッチな
空間で 8ミ リフ ィルム による映像 インスタ レーシ ョ
ン、今年もや ります。映画館 と異な り、人も動物 もど

めての搬入出も絶対にしないでください。

んぐりも入退場 自由。足下 に気をつけて、ぜひお立ち

※なお、車での搬入出はできません。近くの道に車を停
10/30締 め切り。(適 正規模 に達し次第締め切ります)
お問い合わせ】
電話 :042‑387‑7035
【
メール :thiba@the harappa net

寄 りくださいませ。
金丼街道プ ロジェク ト:新 宅 謙吾 )
(8mmFILM」 ヽ

静かな森の中で、祭りの一 日を締めくくれたら ¨どう
しても、夜のアコーステイック ステージを復活させ
たか つた。それが昨年、実現 したのである。アーテ ィ
ス トは既に日 い描 いていた。アコーステ イックギター

◆ WE NEED STAFF!! ス タ ッフ募 集 中 :◆
と
長く続くお祭りで「いまさら新しくスタッフになるのも…」
思つていませんか ? そんな心配は無用です !祭 りでこ
「祭り
んなことがやつてみたい、というアイディア大募集。
をやろう !」 と思つた瞬間からはらっぱ祭りは始まってい

と言えば山□晶、相方にゆきを。絵本のような世界 と
現実を行き来させて <れ るア コーデ ィオン弾き語り
のオラン。China Catsの OHA― Kは 今回が初めての
アコースティック演奏との事だが、快く引き受けて <
れた。ステージにも名前を付けてみた <な る。メイン
ステ ージは「風の原ステージ」、アコーステ ィックス
テージは「森のステージ」。設営日に出来上がったそ
の姿は想像以上のもので、感慨もひ としおだった。そ

ます。スタッフミーティングは月に1回 から2回 程度おこな

して、今年もあの場所で再会する。
(ス テージ担当 :カ タネ朋)ノ

★祭り準備 〜 当 日〜片付け日の助つ人大募集

ttしから
普段は人もまばらで静かな武蔵野公園が、た <さ んの
人でにぎわうはらっぱ祭りは今年で 25回 目。長 <続
いてきたのは、この祭りを作る側も参加する側 も、み
んながみんな、はらっぱ祭 りが好きだから、の一言に
尽きるのかも。はらっぱの持つ魅力 と、祭りがこだわ
ってきた、多様な表現を認め合い、尊重する、という
息遣いがそこにある。出店の多様さも嬉 しいね。世界
各国の料理、美味 しいお酒や飲み物、手作りお菓子に、
クラフ ト&フ ェア トレー ド品、手作り楽器、雑貨、絵、
カー ド占い。子ども広場周辺では工作教室、わたあめ、
焼きマシュマロなど。初登場は□―プワ ーク、大工さ
んによる「カンすがけ」の体験も。アー トや市民活動
の展示もゆっ<り 見てほ しい。本部茶屋のビールとポ
トフも忘れずに。珍 しいパレスチナビールも販売。マ
イ食器・マイカ ップを持参すると各店の特典サ ービス
が。会場にはごみ箱を設置 していない。最近はごみが
落ちてないかチェック しながら祭り会場を後にする
参加者もいるほど。マイ食器類とごみ袋を持 つてはら
っぱへ GOl
(出 店担当 :や まうちみほ )

っています。ちょっとでも興味のある方、気軽に進びに来
てください。
★スタッフの仕事〜こんなことやってます
市役所・近隣への挨拶まわり、
準備期間→公園事務所 。
はらっぱニュース作り、近隣へのポスティング、竹取り、本
部打合せ 、他。
!

設営 日(11/1)→ 搬入、会場づくり、看板設置、仮設水道
づくり、他。
当日(11/2・ 3)→ 本部、はらっぱ茶屋 、駐車・駐輪・トイレ・
出店みまわり、他。
・仮設水道・
本部テント
片付け(11た )→ 搬出、ステージ。
看板など撤収、徹底的にごみ拾い、他。
★詳 しい情報 は

httpプ

/the mm"an∝ /ま たは

httpブ /theharappa blogl18 fc2 com/

☆次回 ミーティング☆

17:00@3F生 活室
10月 20日 (日 )17:00〜 19:00@3F学 習室 AB
10月 27日 (日 )15:00〜 18:00@3F生 活室

10月 6日

(日 )14:00〜

すべて小金井市公民館本館 (福 社会館内)で す。
■は らつぱニ ュース■
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