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アルカマラーニ
ダンス オリエンタル 
カンパニー

開場 18:00

第32回
うえの夏まつり
パレード

開場 14:30

夏だ！ 上野だ！ 
弁天堂！
歌 踊 笑 打 vol.2

開場 11:30

FOLK GALA
SQUARE

開場 13:00

林家一門
納涼寄席

開演 18:30

UENO
IDOL PARTY
PARK !!! 

開場 12:30

MY TOWN
CONCERT
WITH YOU 2015'夏

開場 13:30

湯島天神
白梅太鼓

開場 18:30

永瀬もも＆ビッグ芸人
Pray For Peace
Charity Show vol.2

開場 15:30

下町
どんDONまつり
2015

開場 17:30

納涼ゆかた撮影会

開場 10:00

下町ミュージックフェスト
×眼鏡美人コンテスト
&撮影会 

開場 11:00

はちきんガールズ
サバイバルライブ2015

真夏の笑（ショウ）
 フェス２０15

開場 15:00

「歌謡最前線」

開場 15:30

納涼演歌まつり

開場 16:50

納涼演歌まつり

開場 16:50

UENO JAZZ 
INN’15

開場 15:10

夏まつり・
お笑い大行進
（サマーカーニバル）

開場 13:00

大日本プロレス 大日本プロレス 大日本プロレス カラオケ・
パフォーマンス大会

開場 18:00

LIVE
IDOL FESTIVAL
2015

開場 10:30

ビッグウエスタン
2015夏

開場 15:00

アースシンフォニー
２０１5
～わたしたちの星  緑の地球～

開場 16:00 〈第1部〉 16:30～
〈第2部〉 17:40～

〈第1部〉 13:00～
〈第2部〉 18:30～

〈第1部〉 13:00～
〈第2部〉 18:30～

〈第1部〉 13:00～
〈第2部〉 17:30～

前売 1,600円／当日 2,000円
日本マーキュリーレコード／一般社団法人 漫才協会
社会福祉法人 読売光と愛の事業団／平和への誓いを守る市民の会
日本マーキュリーレコード イベント事務局 TEL：03-5421-8180

開場 15:30／開演 16：00／終演 19:00

入場料
主　催
協　力
問合せ

ハートフルシンガー永瀬もも&漫才協会（青空球児 好児・おぼん こぼ
ん・淳とチャンス・春風こうた ふくた・新山ひでや やすこ・昭和こいる）
極上音楽と爆笑漫才のエンターテイメントショー

Pray For Peace Charity Show vol.2
東日本大震災で心の平和を乱している子供達へ“ 夢・希望・未来 ” をつなげる237

t h u

下町どんDONまつり２０１5

開場 17:30／開演 18:10／終演 19：50 予定

荒馬座／汐見小どんどこ会／足立東高校太鼓部
前売　大人 2,000円　こども 1,000円
当日　大人 2,500円　こども 1,500円 （全席自由）（４才以上有料）※子どもは４才～高校生 障がい者／1,000円
キッズフェスタ2015実行委員会　　　　ＮＰＯ法人子ども劇場  荒川・台東・文京
キッズフェスタ2014事務局　ＮＰＯ法人子ども劇場 荒川・台東・文京内
〒荒川区西日暮里2-7-3-304　TEL/FAX：03-5809-0006　担当＝稲葉洋子

出　演
入場料

主　催
問合せ

主　幹

荒馬座の座員の演奏とともに、文京区の汐見小学校の太鼓クラブの演奏や、足
立東高校の演奏、実行委員会の出し物エイサーの演奏などを盛り込んだ公演
です。事前に練習し、公演当日は、演奏に参加することができます。観るだけの舞
台ではなく、出演者、観客一体となって、作り盛り上げる祭り形式の公演です。
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前売 2,000円／当日 3,000円 (小学生以下は無料)
noブランド・エンターテイメント株式会社
眼鏡美人／（株) Lucir Promotion／フリープランニング
上野観光連盟／レインボータウンFM79.2Mhz
アリスプロジェクト／（株）スリーライズ／（株）プラチナムピクセル
（株）アクティーライフ／buzzmusic／（株）オフィス・マキ／ボランティアの皆様

入場料
主　催
共　催
後　援
協　力

下町ミュージックフェスト
×眼鏡美人コンテスト&撮影会 
開場 11：00／開演 11：30／終演 20：00
第一部 11：30～16：25／第二部 16：30～19：00／第三部 19：00～20：00

267
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～わたしたちの星  緑の地球～

開場 16:00／開演 1部 16：30～17：20　2部 17：40～18：40
ダンスに歌に！こどもから大人まで世代を超え地域を超えて世界と緑
をテーマにみんなでつくる  環境エンターテインメントショー！

197
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アースシンフォニー2015
女神湖妖精祭 カーボンオフセット推進公演

〈1部〉キッズダンスパフォーマンス「フィール ザ プラネット2～ライフ！～」
〈2部〉参加型環境ストーリー「LOVE FOREST」
前売　大人 2,200円　中学生以下 1,000円
当日　大人 2,500円　中学生以下 1,300円 （小学生未満は無料）
立科女神湖妖精祭実行委員会
長野県 立科町　　　　カルビーカルネコ事業部  EVI推進協議会
立科女神湖妖精祭実行委員会 TEL：0267-55-7750　WEB：http://www.yousei.jp/ 

内　容

入場料

主　催
後　援
問合せ

協　力

はちきんガールズ（平田伊梨亜・石川彩楓・梶原妃菜子・川村あやの 他）
前売 3,000円／当日 3,500円（全席自由）
文化放送　　　　㈱海洋堂　　　　㈱セントラルミュージック／㈱文化放送開発センター
文化放送ショッピング TEL：03-3431-9900

出　演
入場料
主　催
問合せ

特別協力 協　力

高知県観光特使で海洋堂イメージガールの「はちきんガールズ」が真夏
の野外ステージで１日２回のワンマンライブ。これはまさにサバイバル！熱
気溢れる歌とダンス・抜群のトークで、一緒に汗だくになって楽しむぜよ！

海まつり 開場 11:30／開演 11:45／終演 13:30 予定
夏まつり 開場 15:30／開演 15:45／終演 17:30 予定

207
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はちきんガールズ サバイバルライブ２０１５

227
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湯島天神白梅太鼓

開場 18:30／
開演 19:00

２代目 三波伸介　　　　無料
上野精養軒

司　会
提　供

入場料

ラジオ日本「納涼演歌まつり」
〈総合司会〉宮田信
〈司会〉7/30（木）大元雅治／飛鳥とも美　7/31（金）大元雅治／梓タ子
〈演奏〉 岡宏とクリアトーンズオーケストラ
7/30（木） 三沢あけみ／湯原昌幸／平浩二／浜博也／長保有紀
7/31（金） こまどり姉妹／内田あかり／安倍里葎子／増位山太志郎／金沢明子
100円　※当日会場入口でお支払いください。
オフィスYアンドM「納涼演歌まつり」係 TEL：03-5563-1545

番組協力
出　演

入場料
問合せ

100円玉コンサート

納涼演歌まつり
開場 16:50／開演 17：20／終演 20:00 予定

31
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297
w e d 開場 15:30／開演 16:00

〈パーソナリティ〉 浜博也／野上こうじ／梓夕子／司洋人
〈スペシャルゲスト〉 角川博／どぶろっく
〈ゲスト歌手〉 石原詢子／和田青児／多岐川舞子／大石まどか／真木ことみ／西尾タ紀／水
田竜子／チェウニ&ジョニ男＋アルファ／永井裕子／花園直道／パク・ジュニョン／はやぶさ／
徳永ゆうき／栗田けんじ／沢田正人／南部なおと／奈良崎正明／立木竜一／大川あけみ／福
田みのる／林蔵之介／向林利明／幸田和也／上川しほ／北条きよ美／鈴木和華／玉田ゆうき
／茅根元三／成瀬友元／中山敏子／拳一／大原かずみ／城キヨシ
300円　　　　オフィスYアンドM TEL：03-5563-1545

出　演

入場料 問合せ

当連盟のフォトモデル10名が出場し、野外ステージ及び上野不忍池周辺にて撮
影会を開催します。尚当日の撮影会での作品を下記のとおり募集致しますので
奮ってご応募下さい。
サイズ：6つ切～ワイド4つ切又はA4（枚数は5枚以内）　〆切：8月末日
応募先：〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-16日向野ビル3F 全東京写真連盟
入賞者には賞状、トロフィー等「表彰式」で授与します。

257
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納涼ゆかた撮影会

開場 10:00／開演 11:00／終演 15：00

4,500円（会員3,500円）　　　　全東京写真連盟　　　　03-3543-3434入場料 主　催 問合せ

千葉テレビ・テレビ埼玉・栃木テレビ・岐阜放送・BS12・
CSスカパー全国ケーブルテレビ202局ネット／公開録画 「歌謡最前線」

ショウ

毎年恒例の真夏の野外お笑いライブ。マセキ芸能社の人気芸人を始め、各プロダクションか
ら、テレビやライブシーンで人気の若手芸人が大集合！これを観れば今のお笑いが丸わかり！

287
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真夏の笑 フェス２０１５

開場 15:00／開演 16:00／終演 20：00 予定

あきげん/アントキの猪木/エル・カブキ/カトゥー/三四郎/しゃもじ/ジグザグジギー/セ
イシュン・ダーツ/ツィンテル/ナイツ/中津川弦/ニッチェ/浜口浜村/マギー審司/モグラ
イダー/ルシファー吉岡/与座よしあき ※（50音順）他、ゲストを含め総勢３５～４０組出演予定
前売 1,000円 800円 500円／当日 1,500円（全席指定 ３才以上チケット必要）
㈱マセキ芸能社 TEL：03-5442-8255（平日11～19時）

出　演

入場料
問合せ

台東区ホテル旅館協会 TEL：03-3834-2008

あなたも参加してみませんか？賞品多数あり！ 
（応募〆切：7/24）

開場 18:00／開演 18:10／終演 20:45

カラオケ・パフォーマンス大会

問合せ

78
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「覚醒セヨ2≒3」上野にアイドル大集合！空前のライブア
イドルブームの中、各ライブハウス等で日々成長を続けて
いるアイドル達が、ここ水上音楽堂で最高のステージを
あなたに届けます。最高の一日を共に！！

88
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LIVE IDOL FESTIVAL2015

開場 10:30／開演 11:00

大人2,000円　学割1,000円（ドリンクチケット別途500円）
カメラ持込 別途1,000円
東京演芸プロデュース TEL：03-6380-3535

入場料

問合せ

大日本 夏の上野プロレス祭り

BJW YOU&OOO6
th u
5
w e d
48
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第34回浅草JAZZコンテストグランプリグループ／砂田ＢＢ＆ミツキータ／福井とも
み＆マウント・ノネット／近藤房之助スペシャル・ユニット
前売り 3,000円／当日 3,500円（全席自由）※当日先着１００名様に冷たいビールプレゼント!
UENO JAZZ INNオリジナルグッズ等が当たる抽選会もございます。
公益財団法人 台東区芸術文化財団 TEL：03-5828-7591（平日9時～17時）
WEB：http://www.taitocity.net/taito/zaidan 詳しい出演者情報はこちらへ
ＡＢＡＢ赤札堂／上野マルイ／上野観光連盟　　　　サッポロビール株式会社／
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社／協同組合東京帽子組合／東京ヤクル
ト販売株式会社／肉のさいとう初音　　　　ジャズジャパン／台東区
ＨＭＶＰ／プランナーズルーム・テイクワン

出　演

入場料

主　催

特別協賛

制　作

協　賛

後　援

～真夏の恒例！屋外ジャズコンサート～　現在活躍中の実力派
ミュージシャンと昨年12月開催「第34回浅草JAZZコンテスト」で
グランプリに輝いた次代のプレイヤーたちが会場を沸かせます。

開場 15：10／開演 15：40／終演 20:00

UENO JAZZ INN’15

（サマーカーニバル）
夏まつり・お笑い大行進

開場 13:00／開演 13：30／終演 20:00 

28
s u n

1,500円（半券提示で出入り自由＝再入場可）
一般社団法人 東京演芸協会
事務局 TEL：03-6802-3745　MAIL：office-rice@apost.plala.or.jp

入場料
主　催
問合せ

８/4(火) 第１部 13:00開始／第２部 18:30開始
８/5(水) 第１部 13:00開始／第２部 18:30開始
８/6(木) 第１部 13:00開始／第２部 17:30開始 
※雨天決行
全日共 （※全席自由席）
第１部　大人 1，000円　中高生 500円（要学生証）　小学生以下無料
第２部　大人 2，000円　中高生 1，000円（要学生証）　小学生以下無料
大日本プロレス

日　時

入場料

主　催

日本のボードビリアン達が集まる東京演芸協会。「お笑い大行進」
は上野夏祭りでも名物公演です。“88歳の会長はたのぼるから活き
のイイ若手まで”オリジナルな舞台で皆様に素敵な笑いとパフォー
マンスをお届けします。

一般前売 1,000円／一般当日 1,500円
学割（当日のみ販売） 500円
ビッグウエスタン実行委員会事務局
TEL：03-5570-2908　MAIL：info@note.co.jp

“カントリー”をキーテーマにアメリカンミュージックで繋が
るミュージシャンが今年の夏も上野に大集結します！！

開場 １5：00／開演 １5：30／終演 19:30 予定

ビッグウエスタン2015夏

入場料

問合せ

98
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8月のイベント

〈海まつり〉開場 11:30～
〈夏まつり〉開場 15:30～

前売　S席 4，500円　自由席 3，200円
当日　 S席 4，800円　自由席 3，500円
AL CAMARANI doc　　　　TAO(株)
WEB：http://www.alcamarani-doc.com/（Eid Lotus 2015 ORIENTALE de MODE お申込みホームより）
ローソンチケット　Lコード：35230

開場 １8：００／開演 １8：３０／上演時間 １時間10分

入場料

主　催
問合せ

協　賛

 『モードとしてのオリエンタルダンス』流行、ファッション、今やベリーダ
ンス界をリードするメンバーが上野のステージに戻ってきます。MAHA
がオリエンタルダンスの指導を始めてから今年で20周年となりました。

アルカマラーニ ダンス オリエンタル カンパニー
Eid Lotus 2015 ORIENTALE de MODE in Belly Dance117

s a t

開場 12:30／開演 13:00／終演 20:00 予定
『上野を新しいアイドルパークに！』をテーマに今最も旬で勢いのある
アイドルたちが大集合して7月、8月（8/28）と2ヶ月連続の大Party！！
これが始まり！！一回目から来てた方がきっとお得！！全員集合！！

佐保歩実／プッチャリン／リッチドッグ
2,000円　　　　（同）雪企画　　　　戸田音響／横須賀フーズ／ファニード
（同）雪企画 MAIL：contact@yuki-kikaku.com

司　会
入場料
問合せ

主　催
　

協　力
　

軽快な司会とともに、フラダンスに日舞、和太鼓にお笑い、ポッ
プスから演歌、そしてジャズ、何とも楽しみな1日、Let,s go！

開場 11:30／開演 12：00／終演 20:00 予定
127
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夏だ！ 上野だ！ 
弁天堂！ 歌 踊 笑 打 vol.2

3,100円（ドリンク代金込み）　　　　株式会社 アズプロデュース　
株式会社 浅井企画　　　　上野観光連盟　　　　ミュージション
株式会社 アズプロデュース
MAIL：info@azu-pro.com　TEL：03-6909-2020
プレイガイド（TICKETPAY＋Famiパス）　イベントコード：F9ca986f 77d　http://ticketpay.jp/
申込ページ：https://ticketpay.jp/booking/?event id=1179

ふるさとを大切に活動している平成生まれのアーティスト・ミュージシャンが手を組み地域
活性および、これからの音楽シーンを背負うアーティストを発信する事を目的として普段お
世話になっている地元の皆様や、応援して下さるファンと一緒に各地域にてワンマンライブ
を開催していくライブツアーです。今回も様々な地域から故郷を愛するアーティストが、ここ
上野に集まりました。是非、このコンサートをきっかけに他の町の事を知ってみませんか？

「MY TOWN CONCERT WITH YOU」とは
開場 13:30／開演 14:20／終演 20:00

MY TOWN CONCERT WITH YOU 2015'夏147
t u e

入場料
協　力
問合せ

チケット
取扱い

後　援 協　賛
主　催

500円　　　　 東天紅

一、開口一番
一、落語：林家 たこ平

一、ミュージカル落語：林家 しゅう平
一、お楽しみ：林家 うん平

一、ギター漫談：林家 ペー
一、落語：林家 たい平

開演 18:30／終演 20：30

林家一門納涼寄席

入場料 提　供

UENO IDOL PARTY PARK !!!
～JPSガールズボイス ベルサス W夏フェス～157

w e d

GALETTe／仮面女子候補生／ヤンチャン学園 音楽部／オトメ☆
コーポレーション／Vienolossi／GIRLS4EVER／Ru:Run／東京
CLEAR’S／SHAiM／LEVEL7／KusKus／コスミックガール／Clap!Clap!／bonbon ange ほか
前売 3,000円／当日 3,500円（ドリンク別）　　　　JPS Project：jps@dream.big.or.jp
WEB：http://jps436.wix.com/ueno-idol-party-park

出　演

入場料 問合せ

167
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500円（高校生以下身分証提示、外国人パスポート持参 無料）＋Tipping
FOLK GALA SQUARE実行委員会　MAIL：folk.gala.square@gmail.com
WEB：http://www.folk-gala-square.net　Twitter：＠FolkGala
8/21（金）、9/12（土）と続きます。ドシドシご応募ください！

この春から新しいフォークの大集結イベントが上野で始まりました！そ
してうえの夏まつりに早くも参戦！！10月まで毎月開催。全国から集合。
若者から年配まで、様々なフォークを見て、聞いて、感じてください！！

開場 13:00／開演 13:30／終演 20：00

FOLK GALA SQUARE

入場料
問合せ

備　考
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7月のイベント
イベント案内
水上音楽堂

近藤房之助




