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大人も 子どもも 1日中楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

二子玉川ライズ 春のイベント最新情報
二子玉川ライズでは、週末に大人も子どもも 1 日中楽しめるイベントを多数開催。注目は「『ゼロ・ウェイスト』の気
づき～ごみ自体を出さない未来を考える～」がテーマの産学連携イベント“me×rise 2020 あしたのあたりまえ「未来
図」”です。本イベントは二子玉川ライズ・ショッピングセンター（以下、二子玉川ライズ S.C.）の 9 周年を記念して開
催します。
PICK UP EVENT①

3 月 20 日（金・祝）～22 日（日）
二子玉川ライズ S.C. 9 周年記念イベント

“ me×rise 2020 あしたのあたりまえ「未来図」”を開催！
“さつまいもビール”や“青い⁉クラフトビール”、ゼロ・ウェイストスープなどの絶品グルメも！

大人も子どもも「ゼロ・ウェイスト～ごみ自体を出さない未来を考える～」を楽しく体感できる産学連携イベント
を 3 月 20 日（金・祝）から 22 日（日）までの 3 日間で開催！二子玉川ライズの菜園広場で収穫した“さつまい
も”を原料に使用したオリジナルクラフトビールや、青いクラフトビール、ゼロ・ウェイストスープなどの絶品グ
ルメが登場する他、サステナブルがテーマのステージやワークショップ、マルシェを展開します。
PICK UP EVENT②

2 月 23 日（日）
、24 日（月・祝）

プロゴルファー・東尾理子さんらが登場する、“ゴルフ” をテーマにした体験型イベント

“ PUSH-UP SPORTS GOLF ”を開催！

※昨年の PUSH-UP SPORTS 「ラグビー」 の様子

1 つの競技にスポットを当て、その魅力を感じていただくスポーツ振興・体験型イベント「PUSH-UP SPORTS」
として、近年注目を集める紳士淑女のスポーツ「ゴルフ」をテーマに、2 月 23 日（日）、24 日（月・祝）に開催。
初めての方でも、子どもでも気軽にゴルフを体験いただけます。ゲストには、松山英樹プロの元専属キャディ
ー・進藤大典さんと、プロゴルファー・東尾理子さんが登場。トークショーや実演を行います。
また、入場無料でお土産も付いてくる、ファミリーで楽しめる体験型イベント「BABY&KID's FESTA 2020」
（3 月 1 日（日）開催）では、スポーツ体験やキッズ＆ジェルネイル、キラキラデコのリールキー作りなど、子
どもから大人まで楽しめるワークショップや体験ブースなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意します。
※各イベント詳細は次項以降をご参照ください
※本ニュースレターに掲載のイベント・商品情報は変更となる可能性があります ※詳細は下記の二子玉川ライズ PR事務局までお問合せください

【本ニュースレターに関するお問い合わせ先】
二子玉川ライズ PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 坂間、宇野、照井
電話：03-6894-3200 FAX：03-5413-3050 mail：rise@ssu.co.jp
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■今年のアニバーサリーイベントは、「商業施設×3Rリード企業×大学生」によるコラボ！
二子玉川ライズ S.C. 9 周年記念イベント

■me×rise 2020 あしたのあたりまえ「未来図」
「『ゼロ・ウェイスト』の気づき～ごみ自体を出さない未来を考える～」きっかけの
創出を目的とした産学連携プロジェクト。廃材・リサイクル可能な資材を利用し
たイベント会場、マイグラス推奨のオリジナルクラフトビール販売、古着を再利
用したワークショップやガラクタから奏でられる音楽ライブなど、随所に“気づき”
のヒントがちりばめられた、ユニークでサステナブルなコンテンツをご用意してい
ます。
＊今回、二子玉川ライズ S.C.とコラボレーションを行うのは「ゼロ・ウェイスト」を宣言した徳島県上勝町を本拠地としてクラフトビールを醸造
する「RISE & WIN Brewing Co.（以下、RISE & WIN）」と、二子玉川ライズ S.C.のある地元・世田谷区の産業能率大学経営学部高原純一教
授が指導するゼミの学生（以下、産業能率大学・高原ゼミ）です。

【期間】3月20日（金・祝）～22日（日） 11：00～19：00
【場所】二子玉川ライズ ガレリア
【主催】二子玉川ライズ S.C.

※20日（金・祝）のみ12：00～

▼会場デザインが「？」の理由
イベント会場は「？」型にデザイン。これは「なぜ、今？なぜ、こ
こに？なぜ、我々が？なぜ、ごみを？」という思いが込められた
今春オープンの徳島県上勝町ゼロ・ウェイストセンター「ワイ
（WHY）」の「？」型の形状と連動。本イベントにおいても来場者
に「なぜ」を問いかけ、答えをみつけるきっかけとして「？」型に。
会場を模る資材はイベント後に上勝町の農家等で再利用予定
です。

▼二子玉川ライズ S.C.限定の“さつまいもビール”や“青い⁉クラフトビール”、絶品グルメ
▽RISE & WIN フードカート
二子玉川ライズ S.C.限定のクラフトビール「rise SP Ale」「rise blue Ale」が登場。「rise SP Ale」は生物多様
性を評価する「JHEP認証」の最高ランクを取得した、二子玉川ライズの菜園広場で採れたさつまいもを原料
として使用。「rise blue Ale」は二子玉川ライズ S.C.カラーの「青」を表現したサワービールとなっています。フ
ードは廃棄されがちな野菜の切れ端などを使用した「ゼロ・ウェイストスープ」他、自家製スモークベーコンや
グリルドソーセージをはさんだホットドッグプレートなどを販売します。「ゼロ・ウェイスト」を促すべく、今回の
量り売りの生ビールはマイグラス持参で100円引きに。

(左) rise blue Ale / (右) rise SP Ale
生ビール（量り売り）250ml 600 円（税込）
/350ml 700 円（税込）
瓶ビール（330mｌ） 770 円（税込）

ゼロ・ウェイストスープ
500 円（税込）

ホットドッグプレート
（プレーン、チリ、カリー）
1,200 円（税込）

※「rise SP Ale」「rise blue Ale」は 3 月 15 日（日）～数量限定で二子玉川ライズ S.C.内取扱店舗でも販売予定
取扱店舗≫アイビアー・ルサンパーム、バビーズ、カルディコーヒーファーム、二子玉川 東急フードショー
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▼学生企画のステージやワークショップの他、サステナブルなオリジナルコンテンツ
産業能率大学・高原ゼミの学生たちが、徳島県上勝町の「ゼロ・ウェイスト」の取り組みを視察し、体感したこ
とを基に一部ステージコンテンツや、ワークショップを企画。サステナブルな暮らしを紹介する紙芝居や、上
勝町で“仙人”として親しまれる中村修さん（通称ダヨネさん）から学んだぬり絵のワークショップなど、学生な
らではのユニークなオリジナルコンテンツを中心に展開します。

▽未来図ステージ
・LIVE＆PEACE ～新しい種を見つけよう～
「サステナブル」に取り組む人々と学生たちのトークセッションを開催。
未来を考える新しい種が見つかる時間を提供します。※各回約 30 分
【日時/出演者】20 日（金・祝） 15：00～/田中達也さん
（RISE & WIN Brewing Co. CEO・写真左）

21 日（土） 15：00～/ノイハウス 萌菜さん
（No Plastic Japan 主宰）

22 日（日） 13：00～/エバンズ亜莉沙フランシスさん
（エシカルコーディネーター・写真右）

15：00～/大塚桃奈さん（国際基督大学４年生・上勝町ゼロ・ウェイストセンター入社予定）
・女優紙芝居師こころ×高原ゼミ～「紙芝居×劇」の新感覚ステージ！～
女優紙芝居作家の高見こころさんと産業能率大学・高原ゼミの学生が、上勝
町に実在する仙人ダヨネさんのシンプルだけど豊かな毎日を送る驚きの暮ら
しについて、紙芝居と劇を交えて披露します。
【日時】20日（金・祝）、21日（土）12:00～12:30/16:30～17:00
22日（日）12:00～12:30/14:00～14:30/16:30～17:00

・マジカルごみリズム♬ ～ごみの音ってどんな音？～
全国各地で開催されている「ともとものガラクタ音楽会」。子どもたちが釘
付けになるガラクタから奏でられる音楽は大人でさえも驚きの連続です。
【日時】20日（金・祝）、21日（土）13:30～14:00/18:00～18:30

・カンパイミニライブ ～あなたの明日がちょっと変わる～
老舗クラブ青山蜂をホームとするSOUL/FUNK/DISCOを愛する
3人組「CAT BOYS」が、ミニライブで会場を盛り上げます。
【日時】22日（日）18:00～19:00

・寶船による阿波踊りのパフォーマンス
阿波踊りを主軸に、新たな日本芸能の可能性に挑むNEO阿波踊り集団のパフ
ォーマンスステージ。今回のステージでは、地元・徳島の活動を盛り上げます。
【日時】20日（金・祝）11:30～12:00
寶船（たからぶね）プロフィール
これまでに世界16ヶ国47都市、年間300ステージを行うまでに活動を展開。阿波踊りの本場・徳島出身
の連長の元、東京都で発足。2012年に法人化し、プロとしての活動を開始。2018年にはアメリカ大陸を
一週間で横断し、全米9都市で16公演を行う異例のプロジェクトを成功させた。また、2020年には国際交
流基金と大使館との共催で、中米5ヶ国19公演を実施する中米カリブ地域巡回ツアーが決定している。
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▽me×rise ワークショップ
・ぬりぬり！仙人ダヨネさんのつくってあそぼ！
上勝町の山奥で自給自足の生活をする仙人ダヨネさん直伝の塗り絵
ワークショップ。物に頼らない豊かな遊びを体感いただけます。
【参加費】100円（税込）

・カンパイコースター工房
上勝町に工場を構え、積極的にリデュース・リユース・リサイクルに取り
組む「JOCKRIC RECLAIM」監修の下、使われなくなった古着をベース
にした素材にシルクスクリーンでプリントを施すオリジナルコースターづ
くりのワークショップ。アップサイクルを体験いただけます。
※各日20名限定
【参加費】1,000円（税込）
＊内：コースター代 500円/シルクスクリーン代 500円

・ぺったん T シャツスタジオ
上勝町のごみの分類数45をプリントしたユーズドTシャツに、
スタンプを押して、自分だけのオリジナルTシャツを作ることができます。
【参加費】500円（税込） ※子ども用のTシャツは新品を使用

▽あしたのあたりまえマルシェ
サステナブルをテーマとして、クリエイターとのネットワークからさ
まざまなビジネスを展開する「スークカンパニー」監修のマルシェ
を展開。おしゃれなウェアやアクセサリーをはじめとした「エシカ
ル」な暮らしのためのアイテムを扱う多様なショップが並びます。
出店店舗：daisho Trading（写真右上）、ao(写真右下)、 Love&sense（写真左） 他

▼サステナブルへの取り組み
ビールおよびイベントの売り上げの 3％は一般社団法人 二子玉川エリアマネジメンツの多摩川河川敷にお
ける活動「かわのまちアクション」に寄付され、実際に多摩川の環境整備に助成を行うことで地域への還元
を図ります。
「かわのまちアクション」とは
多摩川の自然を楽しみ、多摩川流域の新たな文化・文明の発信を目指し、水辺環境の保全と安全に多摩川を
利用していただくため、水辺環境の専門家と連携し、環境保全活動や調査を住民と共に行っている。

一般社団法人 二子玉川エリアマネジメンツとは
住民・企業・行政と連携をとりながら、街の新たな魅力向上を目指し、「まちづくり 支援・協力」・「公共空間利活
用」・「公益還元事業」を主な活動としている。
▽本イベントに関する株式会社東急モールズデベロップメント 広報部配信のプレスリリースはこちら
http://www.tokyu-tmd.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/c274c664eddffc8674feef8bdfb4f6e5.pdf
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■その他、２月～３月の期間限定イベント情報
■PUSH-UP SPORTS GOLF
１つの競技にスポットを当て、その魅力を感じていただくスポーツ振興・体験型イベント「PUSH-UP SPORT
S」、今回は「ゴルフ」を取り上げます。ショット（ドライバー、アプローチ、パター）に加え、歩測などを体験でき
る「トライアルラリー」をご用意。大人は通常のゴルフクラブ、子どもには安全な子ども用クラブを使って、初
めての方でも気軽に参加いただけます。「トライアルラリー」を達成するとゴルフボールにお絵描きできるワ
ークショップをご案内。世界にひとつだけのゴルフボールは子どもからお父さん、お母さんへのプレゼントに
も。ゲストには、松山英樹プロの元専属キャディー・進藤大典さんや、プロゴルファー・東尾理子さんが登
場。トークショーや会場内での実演を行います。

※昨年の PUSH-UP SPORTS 「ラグビー」 の様子

【日時】2月23日（日）、24日（月・祝） 11：00～18：00
【場所】二子玉川ライズ ガレリア
【主催】二子玉川ライズ
◆進藤大典さん ※2月23日（日）13:00～/16:00～、24日（月・祝）14:00～出演予定
1980年7月、京都府生まれ。明徳義塾中学・高校でゴルフ漬けの毎日を送り、東北福祉大学入学と共にキャディーを始
める。その後、宮里優作プロや松山英樹プロを筆頭に世界でプロキャディーを務める。2019年12月にスポーツマネジメ
ント事業・ゴルフイベント事業などを中心に活動する株式会社Tier1設立。

◆東尾理子さん ※2月24日（月・祝）14:00～出演予定
1975年11月、福岡県生まれ。8才でゴルフを始め、帝京高校在学中友人とゴルフ部を興す。2年時に｢日本女子アマチュ
アマッチプレー｣、3年時には「全日本高校選手権」で優勝。大学卒業後はプロゴルファーの道に進み、その年に米国フ
ューチャーズツアーで優勝。 99年8月には日本のプロテストで一発合格を果たした。2004年USLPGAツアー参戦、シー
ド権を獲得しアメリカを主戦場にしていたが、練習のしすぎから肩腱板を損傷し手術のため休養。その後リハビリを経て
日本のツアーに復帰。
現在は競技ゴルファーの枠に留まらずゴルフ中継の解説・レポーターやゴルフ関連のイベント出演を続け、ゴルフの楽
しさを伝えたいと活動中。また、3人の母として仕事を続けるママさんとしても注目され、トークショー、バラエティー、ドキ
ュメンタリー出演も続けている。

■BABY&KID's FESTA 2020
BABY&KID's FESTAでは、スポーツ体験やキッズ＆ジェルネイル、キラキラ
デコのリールキー作りなど、子どもから大人まで楽しめるワークショップや
体験ブース、情報ブースなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意します。
ハズレ無しのスタンプラリー抽選会やお土産もある他、公式サイトで事前
登録して来場すると、さらに素敵なプレゼントも。
また当日はキッズたちによるダンスパフォーマンスや特撮ヒーローユニット
の特撮Boyzなどのステージショーも実施します。
URL：https://www.mama-no-wa.jp/babykids-festa-20200301rise
【日時】3月1日（日） 11：00～16：00
【場所】二子玉川ライズ ガレリア
【主催】ベビー＆キッズフェスタ運営事務局
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■東日本大震災復興応援チャリティ
今回で開催9回目を迎える、東日本大震災復興応援チャリティ。チャリティ
フラワーマーケット、おやきや、たらこなどの東北の美味しいグルメや人気の
県産品などの販売、そして防災体験コーナーなどの復興応援ブースを展開
します。会場にお越しいただいた皆さまからの義援金は「公益財団法人みち
のく未来基金」を通じて、震災孤児・遺児の進学支援に役立てられます。
【日時】3月15日（日） 11:00～17:00
【場所】二子玉川ライズ ガレリア、ハナミズキ広場
【主催】二子玉川ライズ協議会
【協賛】楽天株式会社、コクヨ株式会社、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、
株式会社東急パワーサプライ、東急保険コンサルティング株式会社、
東急カード株式会社、はじまりはじまりえん niko、東急株式会社
【協力】一般社団法人大船渡津波伝承館（3.11）∞実行委員会、ドローンバード／青山学院大学古橋研究所
【後援】世田谷区

■神明「おいしい玄米」試食イベント
株式会社神明より販売中の「おいしい玄米」。従来の玄米に対する「パサパサし
ている」、「炊くのが難しい」といったイメージを一新する商品となっています。
今回のイベントではおにぎりの販売、試食、商品販売を行います。独自製法「ス
チームクリーン製法」による、ふっくらなめらかおいしい仕上がりを是非ご賞味く
ださい。また、スペシャルゲストによるトークイベントも予定しております。
※トークイベントは3月27日(金)のみ
URL: https://www.akafuji.co.jp/
【期間】3月27日(金)～29日(日)11:00～17:00
【場所】二子玉川ライズ ガレリア
【主催】株式会社神明ホールディングス

※27日（金）のみ12:00～17:00

【本ニュースレターに関するお問い合わせ先】
二子玉川ライズ PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 坂間、宇野、照井
電話：03-6894-3200 FAX：03-5413-3050 mail：rise@ssu.co.jp
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