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三内丸山遺跡 縄文アートフェスティバル

GOMA / RABI RABI / Kuniyuki Takahashi / SONOMI
GMU / IMO / MUGEN∞SANKOLO / Papa Hula O Ho'onani I Ka Lani Aomori

極東ロック / Wild Fancy / ちどりあし / Flamingo Bandcamp / 佐伯モリヤス
DANCE STUDIO MOVE ON / Dance Studio CLIMB / KOKO studio / 新風 / 廣田神社舞姫会
マジシャンISAMI / 青森公立大学アカペラサークルJoyn / 青森中央学院大学アカペラサークルbaby*

and more…

〈主催〉 青森県 / Feel The Roots実行委員会（jomo☆rock）

〈お問い合わせ先〉 青森県世界文化遺産登録推進室 ☎ 017-734-9183 / jomo☆rock事務局（株式会社サンブラッソatv内） ☎ 017-762-7010
〈 企 画 制 作 〉 Feel The Roots実行委員会（jomo☆rock）  〈Special Thanks〉 縄文ファン http://aomori-jomon.jp/
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＜Live Art＞

キャンドルアート（Jupiter candle / おたえのきゃんどるや） / 大道芸人大集合！（アット / マジシャンISAMI）

＜Work Shop＞

思いっきり遊び倒そう！ プレーパーク（NPO法人子育てオーダーメイド・サポートこもも） / おやさいクレヨン＆ねんどであそぼう！（mizuiro株式会社×jomo☆rock）
ステージでアフリカン太鼓を叩こう！（MUGEN∞SANKOLO） / 縄文ボディペイント（トヨカワチエ×jomo☆rock）

＜Stage Live＞

mon. Open
Close

10:00
19 :00

青森市 三内丸山遺跡・ピクニック広場

縄文工房 J-Factory 9.15 sat. 10:00～17:00 / 9.16 sun. 10:00～17:00 / 9.17 mon. 10:00～19:00
ハンドメイドにこだわる作家たちの作品と、味わい深いグッズなどが一堂に出展！ Food & Drinkも多彩なラインアップで、一日中楽しめます！



Feel The Roots 2018 Stage Live Artists

GOMA RABIRABI Kuniyuki Takahashi

•会場内のデコレーション（装飾）には手を触れないでください。

•会場内でのご飲食、喫煙は、必ず指定された場所でお願いいたします。

•ゴミは持ち帰るか、指定のエコステーションに分別して捨ててください。
info.

•ライブ終了後は、青森市営バス「三内丸山遺跡」バス停からのバスは運行していません。

•未成年者の飲酒、喫煙は法律で禁止されています。

•飲酒後は、絶対に自動車・バイク・自転車の運転はしないでください。

札幌を拠点に活動するKuniyuk i 
Takahashi。彼の音楽は、国境を問
わず常に独特の世界観を持ち、世
界各国のプロデューサー、DJから
高 い 評 価を得て いる 。J o e  
Claussell主宰［Natural Resource］
から、札幌のクラブをトリビュート
した曲「Prec ious Ha l l」をリリー
ス、4HeroのDegoのレーベルのコ
ンピ参加、Ananda Projectの名曲

「Cascades of Colour」のリミックス・リリースや、［Mule Musiq］
よりシングル「Earth Beats」をリリースし、各DJから圧倒的な支持
を得た。2006年のファーストアルバム「We are Together」から現
在まで数々のアルバムをリリース。今年はオランダのMusic From 
Memoryより80年代からの過去の未発表作品をリリース。また7
月にはJoe claussellのレーベルより「Precious Hall」のリリースか
ら約16年の歳月を経て新曲をリリースした。近年はヨーロッパ、
南アフリカ、ブラジル、メキシコ、カナダ等含め国内外でのliveも
精力的に行い、即興性とダンスミュージックを融合した独自の
liveを行なう。

打ち弾（はじ）く楽器と声のガール

ドユニット＝GIRL'ed'UNIT。

460,000km、月へゆき、地球へ還

り、4,000を超える昼夜をかけてク

エストした黄金律の形態美を、

2018.01.31皆既月食とともに解いて

プロトタイプへと深化したふたりの

音楽と回遊は、無方向のラヴとビュ

ウティ、相乗性の高い波動の創造をはじめています。宇宙の原野

でおアイしましょう。

「ラビラビはA.D.M＝analog dance music（Dub Master 内田 直

之氏）」「このヒトたち、天才ですから（Super Drummer 沼澤 尚

氏）」「ラビラビは山も街もイケる（奇才DJ ALTZ氏）」「動く聖地

（翻訳家 北山 耕平氏）」

オーストラリア先住民族の管楽器
ディジュリドゥの奏者・画家。1998
年にアボリジナルの聖地アーネムラ
ンドにて開催された「バルンガディ
ジュリドゥコンペティション」にて準
優勝。ノンアボリジナルプレイヤー
として初受賞という快挙を果たす。
全国の野外フェスや海外にも活動
の幅を拡げ、勢いに乗っていた
2009年、追突事故に遭い、記憶障

害を患い活動を休止。2010年、事故後間もなく描き始めた点描画
が評判となり、全国各地で展覧会を開催。11年には再起不能と言
われた音楽活動も苦難を乗り越え再開した。２012年、自身の復
帰を描いた映画「フラッシュバックメモリーズ３D」が第25回東京
国際映画祭にて観客賞、韓国全州映画祭で最優秀アジア映画賞
を受賞。2016年、事故後の自身の日記やアート作品などをまとめ
た初の書籍「失った記憶ひかりはじめた僕の世界」を出版。2017
年、新宿タカシマヤ美術画廊にて、これまでで最大規模となる個
展『GOMA個展～再生～』を開催した。

SONOMI IMOGMU（グルメミュージックユニット）
ジェリーガルシアは“人々が音楽によっ
てハイになる新しい世界、音楽でハイに
なることは我を忘れることだ、我を忘れ
てハイになることは、他のすべてを見る
ということなのだ。”という言葉を残して
くれた。それはただの一言 “たのしむこ
とだ。”IMOは青森が誇る唯一無二の

ジャムバンド。Grateful DeadやPHISHを受け継ぐかのうようなイ
ンストゥルメンタル楽曲は青森の野外フェスには欠かせない存
在。Feel the Rootsに最多出演のバンドである。

青森市出身。20 07年にミニアルバム
『Eve r yd ay☆エビデー☆』でポニー
キャニオンよりデビュー。リード曲
「Everyday☆エビデー☆」は全国FM
局、ミュージックchでパワープレイされ
る。 avexに移籍後、セルフプロデュース
のミニアルバム『 I 』をリリース。2013年

にはKREVAトータルプロデュースによる『S.O.N.O.M.I』を発表。 
自身のライブに加え、KREVAの全国ツアーに同行し、武道館や
ROCK'IN JAPAN FESのメインステージでも活躍。

青森の「食」を応援する地域活性化アイ
ドルというテーマで、2015年10月に結
成。県産の食材や青森の風景をテーマ
にした楽曲とダンスで青森県の魅力を
多方面から発信している。2018年から
は「食育」「音育」をスローガンに活動
中。青森市出身の橘あんな、川田真理

華、弘前市出身の渋谷まこ、涼山しおん、五所川原出身の山川心
葉、板柳町出身の田中シュリ、南部町出身の森野まりんの7名が
現在所属している。

Wild Fancy Flamingo Bandcampちどりあし
黒石市の謳う飲み会サークル。酒を片
手に音楽に身を委ねるのが主な活動。
紆余曲折して、現在正会員4名にて酒
に合う音楽を探求し、啓蒙活動中。飲
み会最高！乾杯！！

弘前発、トロピカル経由、生演奏ダンス
ミュージック行きの6人組インストゥル
メンタルバンド。

2015年結成。ふだんはジャズを演奏す
る傍ら、J-POPの美しさも伝えたいとい
う想いで、JUJUのカバーから初め、現
在は様々なアーティストの曲をカバー。
トークはおバカ、演奏は真面目というモ
ットーで、とにかく音楽の楽しさを伝え
たいと頑張る二人。ボーカルのゆめこ、

ピアノのはる奈が、エレクトリカルな世界へ貴方をお連れいたし
ます！

こんにちは！青森公立大学アカペラサ
ークル Joynです！ 今回は1年生2名、2
年生2名、3年生3名の計7名で参加しま
す。新たに1年生が加わったことによ
り、新しくなった私たちのフレッシュな
歌声をお届けします！

青森公立大学
アカペラサークルJoyn

青森中央学院大学アカペラサークル
corne.の1年生同期バンドbaby*（ベイ
ビー）です！　今回このバンドでは初
の学外ライブということでとてもワクワ
クしています！1年生で経験も少ないで
すが精一杯心を込めて歌わせていた
だきます！

青森中央学院大学
アカペラサークルbaby*

マジシャンISAMI
全国の17歳までが参加できる若手マジ
シャンの登竜門［テンヨージュニアマジ
シャンコンテスト］に挑戦し入賞。2017
年にはマリックチャンネルにゲスト出
演。2018年1月には関西奇術連合会新
年大会にて会長賞をはじめ、3冠を達
成。5月には和をテーマにした新作で首

都圏マジックコンベンションにて1位を含む3部門同時受賞。

2016年に古川にオープンしたダンスス
タジオです！ 頑張って踊るので声援・
応援よろしくお願いします！

Dance Studio CLIMB
青森市新城にあるカルチャースクール
“KOKO studio” より元気なキッズダン
サーが登場！　元気に楽しく会場を盛
り上げます！！

KOKO studio
青森市古川にあるダンススタジオ
MOVE ONです！ダンスの楽しさをた
くさんの方に知っていただけるように
活動しています！！

DANCE STUDIO MOVE ON

佐伯モリヤス
作曲・編曲・壺打楽器ウドゥ奏者。ヤマ
ハ音楽院卒。佐々木昭雄にハモンドオ
ルガンを師事。アフリカ大陸モロッコに
２年半滞在し有名打楽器奏者に師事。
各地縄文イベントでウドゥを使い、楽器
奏者、ダンサーと共演している。著書
に、「色彩とリズムの王国モロッコ・アラ

ブ打楽器ダルブカ教則本　Vol1, Vol.2」、「カホン教則本Vol.1」
がある。

青森市中心商店街で生まれたよさこい
チーム新風です！　伝統の中にも新し
い風が舞い、躍動し、昇華していくよう
な、青森の“魂”をテーマに、オリジナ
ルの演舞をいたします！！

新風
舞姫とは、神社のお祭りで神様に舞を
奉納する巫女。廣田神社舞姫会は今年
で4年目です。小学1年生から中学2年
生までの11人の舞姫がいます。豊栄舞
は、一番は太陽の恵みや生きているこ
との感謝の気持ち、二番は自然への感
謝の気持ちが込められています。

廣田神社舞姫会

Papa Hula O Ho'onani
I Ka Lani Aomori　

MUGEN∞SANKOLO 極東ロック
2 0 11年、DOKDOK（Vo ,  説法）、
WACHA（DJ,  cho）、AKITA（g t）、
TAKURO（DJ, prog）、YU-TA（gt）によ
り結成。東北では唯一無二の新興宗教
法人系エレクトロバンド。現在「浅虫ス
ーパーコンパニオン」「SHAKE!」を
iTunes等で配信リリース中。

アフリカを代表する楽器Djembe（ジェ
ンベ）をメインに演奏するバンド。2010
年、個々に活動していた青森の民族音
楽マスターが集まり、オリジナルエッセ
ンスを加えたアフリカン系ダンスミュー
ジックをプレイ。母なる自然に感謝を込
めて、木と獣の皮から作られたアフリカ

の太鼓のみで演奏する音は、プリミティブな感情を刺激し、シン
プルで奥深い世界へいざなう。今回は新生アフリカンダンスチー
ム”アフアフ”もコラボ出演する。

パパフラ・オ・ホオナニ・イ・カ・ラニ青
森は、今年で10周年をむかえる、本場ハ
ワイのフラとタヒチアダンスを学んでい
るフラスタジオ。パパフラオホオナニイ
カラニとは「神様が与えてくださった美
しい心」という意味です。ダンスのため
だけではなく、人間として大切にしてい

かなくてはならない沢山の大切なもの（アロハスピリット）を学び
ながら、スクール全体が１つのオハナ（家族）のように、日々レッス
ンをしています。


