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工藤室内株式会社
クロス施工
カーペット・OAフロア他床材貼施工
カーテン・その他窓廻り装飾
その他インテリア関連工事
リフォーム・建築関連工事

冬期除排雪
新築住宅・引っ越し後クリーニング
ブラインドその他全般クリーニング
一般廃棄物収集・運搬
その他建設工事

工藤帆立専門店 アウガ新鮮市場
有限会社 齋重商店

株式会社

丸長 木村商店
株式会社大西柳谷　一哉

カッコトジ」

「おやさいクレヨン」をご愛顧頂き心よ
り感謝致します。これからも青森から
発信するプロダクト開発を目指します。

テキスタイルスタジオ村上
裂織教室

津軽裂織サクリ会

起業予定、または起業して
間もない女性の「自立」を支援
http://jiritsukeijoshi.com/

裂織教室生徒募集中
少人数制、土・日・月のいづれか1回

　A-Paradise 2015
青森の魚・青森の米・青森の酒

青森駅正面　大黒寿司

祝

♪A-Paradise オリジナルテーマソング

 「A-Paradise」

青森市出身在住のシンガーソングライター。
老若男女問わず一度聴いたら耳に残るようなキャッチーな音楽を理想とし、
県内外問わずライブ活動を展開。2011 年にはヤマハの音楽コンテスト、
the 5th Music Revolution にて約 2000 組エントリー中の 16 組、東京エリア
ファイナリストにも選出されている。

DJやついいちろう
（エレキコミック）

A で始まる赤リンゴ

A で広がる青い海

A でときめく熱い夏

A で深まる青い森

それらが集まって 重なっていく街

僕らは味わって高鳴って

楽園は交わって高まっていくから

みんなの A を今持ち寄って

エーパラダイス！

この楽園は君のピースが必要なのさ

エーパラダイス！

僕らの街は A で始まり I で終わるの

つまり青森 愛のあいだに

A で甘めのリンゴ飴

A で赤めくあの娘の頬

A は A でも十人十色

A で始まる明日がある

それらで高鳴って重ねたその手に

ファンファーレ 轟いて驚いて

楽園はつながって拡がっていくから

みんなの A を今はめこんで

エーパラダイス！

この楽園は君のピースで出来上がるのさ

エーパラダイス！

僕らの街は A で始まり I に終わるの

つまり青森 愛のあいだに

エーパラダイス！

ねぶた祭りで騒ぐ血潮 その魂が

エーパラダイス！

僕らの街は A で始まり I で繋ぐの

ほらね ここから会いに行こうよ

作詞・作曲 エイイチロウ

エイイチロウ

9月 12日（土）- 13日（日） 入場無料

青森ベイエリアから商店街まで
アートと音楽を遊ぶ2日間。

A-Paradise2015 開催！

こうした取組には、市民の皆様が主体となった活動が
不可欠であり、市民の皆様が文化芸術を気軽に取り組
むことができる環境づくりを進めることとしています。

海辺で、街で、たくさんの表現を
“見て” “聞いて” “体感して”みませんか？

お笑いコンビ、エレキコミックの
ボケ担当。音楽好きでお笑い界一
音楽業界に顔の広い（？）芸人と
も言われている。
友人でもあるミュージシャン曽我
部恵一氏の勧めで DJ を始め、
2005 年「COUNTDOWN JAPAN 
05/06」DJ ブースにてフェスデ
ビュー。エレキコミックとしての
活動と平行し、音楽イベントのＤ
Ｊとしても全国を駆け回ってい
る。
2015 年 6 月 3 日には 7 枚目とな
る MIX CD「Tropical Hour!!」のリ
リース、同月 6/20・21 にはやつ
いいちろう主催の大型エンタテイ
ン メ ン ト フ ェ ス「YATSUI 
FEATIVAL! 2015」を 初 と な る
2DAYS 行い、１万人を動員した。

9月12日A-PaLIVE!!
ワ・ラッセステージに登場！

DJやついいちろう
（エレキコミック）

What’s 
A-Paradise?

青森市ベイエリアで開催しているアートと音楽

のイベントです。地域の学生と若い世代をメイ

ンに実行委員会を組織して活動しています。誰

もがもっと気軽にアートと音楽に親しめる環境

をめざして、フィールドづくりをしています。

イベント会場でご
不明なことがあり
ましたら、A-ParaT
シャツを着たス
タッフにお声を掛
けてください。

A-ParadiseＴシャツ製作
青森中央文化専門学校

青森市は、美しい景観をはじめ、文化芸術が有する創造
性を観光・教育・地域活性化など様々な分野に活かすこ
とにより、魅力あるまちづくりに取り組んでいます。
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青森県立保健大学アカペラサークル in chapel青森県立保健大学アカペラサークル in chapel

【HOST DJ】
DJ Shota from.BEAT FLIGHT
DJ タンドウケイゴ from.spree
【GUEST DJ】
DJ やついいちろう

MAPPIRUMA DJ PARTY !!
12:30～

マッピルマ ディージェイ パーティー

【弾語り、バンド】
灰色少女、
城前元治、
CЯLASH DUMMY

【フリースタイルバスケットボール】
show a.k.a sakkuman
仙台を拠点にフリースタイルバスケットボールの魅力を
東北に発信している。巧みなボールハンドリングとアク
ロバットな動きで見る人に笑顔と感動を伝える。様々な
コンテストで優勝、準優勝をおさめる。

ストリートパフォーマンス　12:00～

ワ・ラッセ西の広場

オープニングイベント　11:00～

A-PaLIVE!! ワ・ラッセステージ
12日

音楽ライブ　17:00～

【クリスタルジャグリング】
ケント
「JUGGLING JAM SESSION 関東練習会 2 in 昭島」の
1on1 フリースタイル部門で優勝。ジャグリングとダン
スを合わせた新しいパフォーマンスに注目。

【バンド】qart
【朗読】演劇ユニット「終身雇用」
【ダンス】Shun”SUK” 

2 日間を締めくくる、アーティ
スト同士の極上の化学反応。

クロージングイベント
「A-Paradise 2015」19:00～

青森公立大学
ダンスサークル
‘mind’
11:30～

移動図書館車による本の貸出・閲覧を行います。

A-Library（出張移動図書館）

青森ナイチンゲール　12:00～

オープニング　ウルトラキッズチアスクール
プログラム１．青森市立三内西小学校
ハーフタイム　青森ワッツチアスクール
プログラム 2.　青森市立筒井中学校
青空の下、元気いっぱいのチアダンスとブラスバンドの
響きをお楽しみ下さい。

「キッズコンサート」　13:00～
平成 27年度青森市小中学生音楽促進事業

『青森ナイチンゲール』とは
青森県出身ミュージシャン近
藤金吾（TIMESLIP）プロデュー
スにより、
青森市中心商店街を中心に県
内各地を活躍の場として「地
域の活性化のため元気と癒し
を」をテーマに若者の夢の実
現と地域活性化を目指すアイ
ドルユニットです。

【バンド】fluff ball.c、ただそこにいる、ひとり Beaming 
chaplin、reading×music 特別雇用 

音楽ライブ　16:00～

12 日・13 日 11:00～16:00

シンガーソングライターのエイイチロウ率いる A-Para ス
ペシャルバンドで、イベントのテーマソングを披露！

Festival Cityアウガ
ダンボールでギターを作る親子ワークショップや小さな
アート空間を演出します。親子で休憩スペースを設けま
すので、時々流れる音楽に耳を傾けて、ゆっくりと
A-Paradise をお過ごしください。

★ワークショップ★マスキングテープでアート
『ダンボールギター』
ダンボールと輪ゴムで作るギター . アート×音楽で皆んなでエー
パラに参加しよう .

『マイファーストＡ』300円
アルファベットブロックをエーパラちゃんにしよう .

『フレームデコ』500円
大切な写真をアートにしよう .

※どれも数に限りがございます .ご了承ください .

アート×音楽＝あそび体験。

12 日・13 日　11:00～17:00

パサージュ広場

新町1丁目8-16 （マクドナルド跡地）

青森市中心商店街の空き店舗に 10 日間だけ出現するサ
イトスペシフィックな現代アート作品。アーティスト渾
身の作品をぜひご覧ください。

A-gain
ー Let’s open the door again ー 
中心商店街空き店舗を活用した
現代アート作品のインスタレーション

9 月 12 日～23 日　10:0～17:00

12日　13:00
青森市役所柳川庁舎・会議室 集合

アンビエントやノイズミュージックのジャンルで活動して
いるKo ASHIDA(aka akko)さん、三上千年（compost）さん、
ゆらぎスピンさんと一緒に青森市柳川・篠田エリアを歩い
て、おもしろい音や変わった音を探します。参加対象は小
学生から大人まで。（小学校低学年の方は保護者同伴でご
参加ください）定員10名（先着順）です。
お申し込み・お問い合わせは exoaomori@gmail.com（熊
澤）へ。

まちの声を聴こう
～フィールドレコーディング・ワークショップ～

tecoギャラリー

講師：澤田サンダー（映画監督）
弘前市出身の澤田サンダー監督を講師に迎えて、「ねぶ
た祭が消滅した未来」という設定で、ドキュメンタリー
をみんなで制作します。

青森「裏」観光ガイドをつくろう！
ワークショップ
12日 10:00～18:00　インタビュー・現場検証
13日 13:00～17:00 　編集・上映会

【吹奏楽】青森県立保健大学吹奏楽サークル
【アカペラ】同大学アカペラサークル in chapel
【弾語り】キタヤマサチコ、おーさか、mikaco

DJ オノシンサク、マメピー、H2o2 等、ロッ
クとアニソンの汽水域！グルーヴのホット
スポット、パサージュ広場で踊り狂え！

【ペインター】
いさ、水谷、ＱＲＩ

インプロアトリエ Passage
　（ライブペインティング）

11:00～17:00

パサージュ

A-PaLIVE!! パサージュステージ

音楽ライブ　12:00～
【弾語り・バンド】紅鶴€、エイイチロウ、
はっちゃけサンダル、amerigo

音楽ライブ　11:00～

マジカル⇄サブカル DJ サミット
14:00～

熊谷有太郎、村上あさ子
青森中央文化専門学校学生
青森中央高校、青森東高校平内校舎の生徒

SAKURI＋展
9 月 10 日～13 日　10:00～18:00

リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール）

工藤健志（学芸員）×福士譲（建築家）
青森県立美術館の学芸員・工藤健志さんと、青森市に
事務所を構えるフクシアンドフクシ建築事務所の福士
譲さんによる講演会です。

対談
アートと建築から考えるまちづくり
13 日 13:30 開演（13:00 開場）

テキスタイルスタジオ村
上主宰津軽裂織教室の作
品展です。30 代から 70
代まで 30 名の作品を展
示いたします。

津軽裂織サクリ会作品展
12日・13日　10:00～17:00

A-FACTORY

講師：西川千秋（Petit KOGIN）
参加費 1,500 円　各時間定員 5名（先着順）
所要時間 120 分　10:00 ～　13:00 ～　16:00 ～

● 段染糸で刺すモダンこぎん刺し
12 日・13 日 10:00 ～ 18:00

講師：増川泰治
参加費 津軽塗箸１膳 2,000 円、珈琲スプーン
1本 1,000 円

● 津軽塗砥ぎだし（模様出し）体験
12 日・13 日 10:00 ～ 17:00

ものづくりワークショップ

講師：澤田新平
「おどろ木」製作を通して、木の魅力とふしぎな力を体
感して下さい。参加費 600 円。

● 「おどろ木」製作体験
12 日・13 日 10:00 ～ 17:00

https://aomorinoise.amebaownd.com

アオモリノイズ’ ウェブサイトにて公開中

出演：A-Paradise 実行委員
正式名称は「アオモリノイズコンフェク
ト」青森の雑音のお菓子です。アオモリ
のノイズも角度を変えれば、耳障りの良
い心地よい音に聞こえるはず。あなたの
身近にもあるアオモリノイズ。さぁ、耳
を傾けましょう！！

ギャラリー
NOVITA

amerigo

DJ オノシンサク from.spree

豊川茅「BABY(ベイビィ)」豊川茅「BABY(ベイビィ)」

山崎千尋「啼かない烏」山崎千尋「啼かない烏」
Ko ASHIDA (aka akko)
1970 年京都生。広告ディレクター / サウンドデザイナー。
米オクラホマ州立大学社会学部卒。現東京在住。
幼少より各種弦楽器に親しみ、米国内での演奏活動を経て
帰国。現在は広告制作の傍ら音楽表現を模索中。
バンド形態からミニマル、アンビエント、ドローン等演奏
は多岐に渡る。

三上千年（compost）
“ambient” をキーワードにフィールドレコーディング等で
撮り貯めた膨大な環境音のアーカイブを加工 , ループさせ
即興的に音響彫刻を創りあげる。函館、札幌の美術館やパ
ブリックな場所で多種のアーティストとのコラボ LIVE、公
共施設でのインスタレーションを行っている。

ゆらぎスピン Yuragi Spin
青森県在住。主に青森県内を中心にフィールドレコーディ
ングし、「青森の音」にこだわったアンビエントやドロー
ン作品を創作し続ける。2012 年、nor thmall lab（弘前市）
から 1st「帆は輝きて今、樹間過ぐ」をリリース。

音楽あふれるパサー
ジュ広場で、即興的
ペイントアート。絵
が出来上がる過程に、
アートがあります。

ワ・ラッセ
西の広場

山﨑 千尋
（東京芸術大学修士2年）
1990 年北海道生まれ。2013 年東京芸術大学芸術学部絵画科油画専攻卒業。東京
芸術大学大学院美術研究科絵画専攻壁画第 1研究室在籍。
電子、身体、建物などあらゆる事物を絵画材料として捉え、時には自ら道具を発
明し、それらを利用して平面作品を展開。モチーフとして使用する現代社会にお
ける事件性を孕んだ問題は、いつの間にか消えてしまった、事の “始まりと終わり”
を探る手掛かりとして、姿形を細やかに変化させながら登場する。

1990年青森市出身。イラスト&似顔絵描き。現在は
廃校となった青森県立青森戸山高校美術科卒業。
いつでも「なんとなくハッピー」をテーマに、おも
に女の子・カップル・食べ物などをモチーフとした
イラストを描く。各種イベントのフライヤーやホー
ムページなどのイラスト、漫画などを担当。青森市
にてのんびりと活動中。

イベントスケジュール

市民図書館＆
言葉のちから声のあかりプロジェクトチーム
内容：おはなし・紙芝居・詩の朗読などを行います。

おはなしパラダイス
12 日 13:00 ～ 13:45

リンクモア平安閣市民ホール（青森市民ホール）

青森の街の賑わいを感じながら、屋台の味を楽しみませ
んか？ラーメン、お好み焼き、やきそば、バラ焼き、焼
きフジツボにムール貝 etc.･･･。青森駅前公園にはフー
ドエリア &パフォーマンスエリアが出現！

駅前公園フードエリア
12 日・13 日 11:00～18:00

ハッピーな音楽に、真っ昼間から
海辺で踊りまくれ！お笑い芸人で
あり、プロの DJ でもある「やつ
いいちろう」もやってくる！
DJ 体験イベントもあるよ！

エイイチロウエイイチロウ

はっちゃけサンダル 紅鶴€

A-Paraスペシャルバンド

DJ やついいちろうDJ やついいちろう

DJ ShotaDJ Shota DJ タンドウケイゴDJ タンドウケイゴ

灰色少女灰色少女 城前元治城前元治

qartqart

特別雇用特別雇用

fluff ball.cfluff ball.cfluff ball.cただそこにいる

13 日

12 日

13 日

ひとりBeaming chaplin

Shun”SUK” Shun”SUK” Shun”SUK” 

青森駅前公園
パフォーマンス

スペース

津軽地方に江戸時代から伝
わる伝統工芸の津軽裂織を
未来へ繋げようと、青森出
身のデザイナー熊谷有太郎
がデザインしたネクタイを
津軽裂織伝統工芸士の村上
あさ子が制作。また青森中
央文化専門学校の学生、青
森中央高校、青森東高校平
内校舎の学生が、、裂織ワー
クショップにて制作した蝶
ネクタイも併せて展示いた
します。

豊川　茅
（青森在住イラストレーター）

工藤健志　1967 年福岡市生まれ。
青森県立美術館学芸員。第 19 回文
化庁メディア芸術祭エンターテイン
メント部門審査委員。近年手がけた
展覧会に、「ロボットと美術」（10 年）、
「Art and Air」（12 年）、「美少女の美
術史」（14 年）、「成田亨 美術 / 特撮
/ 怪獣」（15 年）等がある。

福士譲　1971 年生まれ。
東北大学大学院建築学専攻修了後、
山本理顕設計工場等を経て 2005 年
フクシアンドフクシ建築事務所設立。
八戸工業大学、八戸工業高等専門学
校非常勤講師。グッドデザイン賞
2012、JIA 東北住宅大賞 2008,2010
優秀賞、第 30,32 回東北建築賞作品
賞、日事連建築賞奨励賞他受賞。
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