
Opening Live
　９月１１日（日）
高円寺 MISSION’S　16:30/17:00～5:00　 1800円＋１ｄ

出演：PINK7／애리／YAMAGATA TWEAKSTER／정세일（from SKA 
WAKERs)（韓国）／骯髒著衣（台湾）／Kackschlacht（極西アジア・ドイツ)／
White＋（北京)／アルカシルカ／HELL型（沖縄)／nora brigade／ballad shot
／OMIT VOMIT／黄金狂時代／ねたのよい／高橋よしあき／石井明夫（東京）
　Closing the day before live
　９月１６日（金）
LIVE & PUB 中野 MOON STEP 　17:30/18:00　1500円＋１ｄ

出演：TAKA SUSHI／nacca（韓国）／MRJ3（香港)／人類暴行／紹凡／黃衍
仁／Billy Walshaw（台湾)／Euseng Seto／Wong Eng Leong（マレーシア)
／煖臍（沖縄)／ジェロニモレーベル（京都)／パンクロッカー労働組合／杣径／
TOXIC CONTROL／腕白ジャンキーズ／CABALLERO POLKERS／（東京)

Closing live

９月１７日（土）　
新宿 Antiknock　16:00/16:30～22:00　2000円＋１ｄ

出演：共犯結構／無妄合作社（台湾)／Lambs（極西アジア・ドイツ)／ワラバー
ズ（沖縄)／PINPRICK PUNISHMENT／BOOViES／CRUCIAL SECTION
／THE RODEOS（東京)

EVENT!!!!!!

2016年9月11日（日） ‒ 9月17日（土） 全日開催

★劉志海写真展（マレーシア）
会場：高円寺・フデノビル階段ギャラリー（１階～５階）
宮城で暮らすマレーシアの写真家「劉志海 ‒ Tso.Liew Chee Heai」の写真展を、フ
デノビル階段ギャラリーで開催！

★《行星 행성 惑星》 Listen to the city 展（韓国）　
時間：土日13:00-19:00、平日19:00-22:00　※17日は展示は17時まで
会場：水道橋・路地と人

★カジヲ写真展
会場：高円寺・フデノビル

★アジア地下文化交易所
時間：１２：００～２２：００
会場：高円寺・素人の乱５号店前 家具二番

★世界マヌケ屋台村　
時間：12:00～23:00（気分次第）　
会場：高円寺・素人の乱５号店前

★無限国際交流BAR　
時間：18:00頃～深夜飽きるまで　
会場：高円寺・なんとかBAR

SEP.11 sun  //////////////////////////////////////////////////////////////////////

★「アジア路上学校 01」
　-香港、アーバン・ガーデニングと新しい屋台講座-（香港）
　
時間：１１：００～　
会場：高円寺・素人の乱12号店
参加費：1000円（フィールドワークでの交通費等は各自負担となります。雨天時は室
内レクチャー及び高円寺商店街近辺のフイールドワークとなります）
ゲスト講師：マイケル・ルン（香港）　

香港在住のマイケル・ルンは、香港の路上を舞台に様々な場所づくりを実践している気
鋭の若手デザイナー/アーバン・ガーデナーです。香港の小さな場所作りの知恵を学び
つつ、東京での新しい公共空間のカタチを一緒に探りましょう！

★アジア永久平和デモ！！！！！！！
時間：１２：３０集合／1３：００出発 　集合場所：国立・一橋大学南門緑地　
ライブ出演：YAMAGATA Tweakster（from KOREA）、紹凡shao fan（from TAIWAN）、元
気いいぞう、ぼけまる（from TOKYO) and more!!!　

「NO LIMIT　東京自治区」の幕開けとして、私たちはアジアの永久の平和を高らかに宣
言し、道路を行進することにしました。アジア各地の地下文化圏の人々が東京に集まる
この日、みんなで一緒に歩き、ダンスしましょう！！！！！
※雨天中止、谷保・かけこみ亭にて、アジア永久平和パーティーに変更します。

★リオ2016から東京2020の反五輪　
　‒Anti-Olympics From Rio 2016 to Tokyo 2020　
時間：１８：００～２１：００　
会場：新宿・IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
報告：いちむらみさこ／小川てつオ（日本語／英語への通訳付き）　
オリンピック／パラリンピック招致都市において深刻な生活空間の破壊が行われてい
る。オリンピック／パラリンピック開催を名目に各国の権力者たちが例外状態の創出を
企て、管理と監視を強化し、都市の再開発を加速させてゆく。２０１６リオ・オリンピッ
ク反対運動に参加したいちむら・みさこさんからの報告と共に小川てつオさんに東京
の現状の話を聞きながら、これからどうやって各地の反五輪運動の連帯を強めること
ができるか、一緒に考えましょう！！

★ケロッピー前田のアジアの民族タトゥー復興プロジェクト
時間：1７:00～（トーク）
会場：下北沢・気流舎　
料金：無料（＋投げ銭）※１ドリンクオーダー

ジャーナリストのケロッピー前田と彫師の大島托によるユニット「縄文族」は、世界の
民族タトゥー復興の動きを探り、日本の「縄文タトゥー」復興プロジェクトを行っていま
す。「アジアの民族タトゥー復興の最先端と縄文タトゥーの謎」について、今夏新著を刊
行したケロッピー前田が貴重な写真とともに語り尽くします。

★演歌師　場☆石川　弾き語りライブ from 名古屋
20：00～（ライブ）
会場：下北沢・気流舎　
料金：無料（＋投げ銭）※１ドリンクオーダー
出演：ムスリム演歌師、石川直樹（「ホジャ・ナスレディン」from 名古屋）　　

SEP.12 mon /////////////////////////////////////////////////////////////////////
　　
★パク・スワン（Park Swan）展（韓国）　
時間：１３：００～２２：００　
会場：新宿・IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
＊１９：００～　トーク：パク・スワン ／聞き手　ハン・トンヒョン（日本映画大学准教
授、社会学者）

ソウルを拠点に、韓国や日本のインディー音楽シーンの写真や映像を記録してきた写
真・映像作家のパク・スワン。彼の初となる個展を新宿IRAで開催します。2011年から現
在までの５年間に、彼が撮影してきた膨大な量の写真や映像を、厳選・凝縮して展示い
たします。会場では、関連アーティストの音源なども販売予定。

★釜山人リュウ・ヨンジンのマジック教室（韓国）　
時間：１４：００～１６：００　
場所：高円寺・素人の乱12号店　
料金：500円（海外の人は無料）

釡山ではプロとしても活躍していたヨンジン氏。たとえ外国語が苦手でも、マジックの
技さえ身につけていれば言葉を介さずとも誰とでも交流できる！ 今回は特別に２時間
で誰でもマスターできるすごいマジックを伝授しますと意気込んでいるヨンジン氏！　
これからのアジア大交流時代、是非誰もをハッピーにする世界共通語「マジック」を身
につけておこう！

★岡村二郎映画祭　～狼はフィルムを回す～（長野）　
時間：１８：００／１９：００　
会場：高円寺・素人の乱１２号店
料金：カンパ制＋１ドリンク
トーク出演：岡村二郎（映画監督）／松本るきつら（マルチクリエイター）

昭和最後の不良にして日本インディーズ映画界の極北、あの岡村二郎監督の映画作品
をついに特集上映いたします！　長野の山奥で人知れず作り続けられたアクションド
ラマからドキュメンタリーまでを含む名作・怪作・問題作の数々を一挙に鑑賞できるま

たとない機会になりましょう。作品はすべて短編（１本１０分程度）で、監督自らセレク
トした７~１０本ほどの作品を上映します。

★Talk and Live 台湾、海或．瘋市集に集う人達のコミュニティーとカルチャー
時間：１９：３０～　
会場：国立・かけこみ亭 
料金：投げ銭

台湾の東海岸、花蓮の海沿いの景勝地に、手作 民宿、海域（Ocean Home）がありま
す。この場所を中心に、瘋市集（Wild market）という祭りが毎年、開かれています。台
湾中から、ありとあらゆる人々が、この祭りに参加し、狂乱の日々を繰り広げます。瘋市
集とは何なのか？　第一部では、台湾中に張り巡らされている、この祭りに集う人達の
コミュニティーの広がり、カルチャーを聞きます。第2部は、ミニライブです。！　

★YAMAGATA TWEAKSTER トークイベント　
YamagaTalk vol.1　すばらしきマヌケ・プロテストの全て（韓国）　
時間：１９：００／１９：３０
会場：新宿・ラバンデリア　
料金：１０００円以上＋１ｄ

都会のゲリラ音楽家、YAMAGATA Tweakster。彼は２２世紀の道化師として、歌い踊り、
社会の不正義に立ち上がる人々に勇気とを与え続けている。あらゆる社会問題と向き
合いつつも、彼のパフォーマンスは驚くほど詩的で、カラフルでユーモアに溢れてい
る。愛と笑いで社会を変える表現方法を、YAMAGATA Tweaksterに学びましょう。
トーク後、YAMAGATA Tweaksterの弾き語り変名ユニット「Amateur amplifier」としてミ
ニライブあります！！

★精霊の音　実近修平ムビラソロライブ　
時間：１９：００～　
会場：下北沢・気流舎　
料金：無料（＋投げ銭）　※１dオーダーお願いします。

アフリカ南部に位置するジンバブエのショナ族に、1000年間伝わる楽器ムビラ（Mbira）。
今夏、台湾の東海岸、花蓮で行われた瘋市集（Wild market）に参加し、台湾の人たちの優
しさやナチュラルな精神性に深く共鳴した実近修平が、NO LIMIT 東京自治区の気流舎で
演奏します。

★NO LIMIT（DJ night）
マイ・レボリューション特別編　なるほどtheワールド

場所：中野heavy sick ZERO 
時間：２２：００～
料金：1000円※（1drink付き） ※パスポートは使えません
出演：【DJ】MMZK/gonz/tet3/human erorr Works/TAGS/MST-VR/NORI TACIBANA/DJ 
大/古川ノブナガ雄大/nomoneyman/Morph/dr waxman/NOT/タイシン イノウエ/aki- 
palladium　【food】Loca Kitchen

★唯一のDJイベント★　東京アンダーグラウンドシーン最重要DJ一挙集結！ 超本格的
なtechno、electroから、90’s J-POPまで、とにかく、楽しむこと、踊ることを主眼にした
完璧なパーティーイベント！　　※free wifiあります

SEP.13 tue  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
　
★東アジア東京オリンピック！　
時間：１４：００～  
会場：都内の公園

平日昼間にみんなで公園で遊びましょう！！　鬼ごっこ！ リレー！ 走る！ 跳ぶ！ 投げ
る！ ひっくり返る！ 力の限りを尽くして歓喜をつかめ　未来はマヌケの手の中だ！！

★「鐵怒沿線 ― 三谷（怒れる沿線ー山谷）」上映会！
時間：１３：００～１９：００
会場：高円寺・素人の乱１２号店　
監督：陳彦楷（BENNY）、菜園村の人 （々香港）
香港／2011／広東語／カラー／HDV (SD)／310分

2008年11月、香港の農村である菜園村は、高速鉄道建設により移転が決定的となる。
2009年から菜園村に滞在しながら、住民や支援者らの運動を長期にわたり撮影してきた
3部作の最終章。日常の農作業とともに、移転先の新しい村をどのように作り上げるか、議
論を重ねる住民と支援者たちのやり取り、ふるさとを去る準備をする人々の胸の内、ブル
ドーザーで村を破壊する権力に対峙する住民らの最後の闘いを克明に記録する。

NO LIMIT 〜
東 京 自 治 区

PROGRAM 〜

9.11 -9.17

SUN

SAT

Emergencyマヌケ外国人のみなさまへ

あなたがもし病気や怪我をして、病院へ行かねばならない時は、MAP
の店舗か、こちらに電話してください。

★東京都保険医療情報センター
Tokyo Metropolitan Health and Medical Information Center

TEL：03-5285-8181　（9:00AM-8:00PM）
Languages: English/Chinese/Korean/Thai/Spanish

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13enmnlt.asp



★東アジア地下美術交流会　
時間：１８：００～２３：００
会場：神保町・美学校　

アジア圏からやってくる、音楽・美術・諸々マヌケ文化を作り出す芸術家、表現者etc…
とにかく表現を手段・武器に、社会の抑圧や権威に流されず、のびのび表現できる場
所や活動の道を独自に切り開いてきた面 と々噂！　そんなマヌケ表現者たちと、飲みな
がら情報交換したり、日本やアジア圏の地下美術について話したりして交流を深める
というイベント！　とりあえず、興味ある人は集まるしかない！！！！

★ODDLANDの作り方～誰でもできるDIY無料野外フェス！　
時間：１９：３０／２０：００
会場：高円寺・素人の乱１２号店　

沖縄で完全無料のDIY野外音楽フェスをやった、ODDLAND主催者たちが東京自治区
でついに秘策を伝授！　大口スポンサーや行政支援も無い中、入場無料にこだわり、
何からなにまで自分たちの手で作り上げ、おそらく日本最大規模のDIYパーティとなっ
た。様々なシーンやカルチャーの垣根を越え、単純に野外フェスという言葉だけではく
くれないこの謎の大イベントの作り方を一から余す事なく語り明かす！

★ASIAN ZINESTER ASYLUM　
時間：１８：００～２２：００
会場：新宿・IRREGULAR RHYTHM ASYLUM　

自作のZINEや、ほかの人に薦めたいZINEなどを持ち寄って交流しましょう。販売や展示
などご自由にどうぞ。香港、韓国、台湾、中国、タイ、日本、アジア各地のZINEを実際に
手に取ってみたり、作った人と直接話ができる、またとない機会です。また、香港から
参加してくれるDisplay Distributeには、彼女たちのプロジェクト「LIGHT LOGISTICS」に
ついてお話ししてもらいます。

ディストロ：No Lady Swears (東京)、Lilmag (東京)、Display Distribute (香港）、など。

★能盛興工廠がやってくる！　
時間：１９：３０～　
会場：下北沢・気流舎　
出演：高郁宜（YUI）（台湾）／通訳：ユーミン
FOOD：ピリカタント
料金：投げ銭制　１ドリンクオーダーお願いします。

ゲストハウスでありギャラリー、カフェであり工作室でもある、そして時々有機野菜のマ
ーケットも開催され、果物狩りにも行っちゃう、台南のオルタナティブ・スペース能盛興
工廠。メンバーは１０人前後で、共に働き、共に食べ、年齢、性別を超えた家族のような
共同体を模索しています。能盛興工廠の重要人物YUIが、気流舎でこの謎なスペースと
人々について、スライドも交えて語ってくれます。

★NU☆MAN プリントワークショップ　
時間：15:00～閉店頃まで 
会場：新宿・カフェ・ラバンデリア

SEP.14 wed  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

★パレスチナ・カフェ！
会場：高円寺・素人の乱１２号店　
参加費：各日1,000円　※アラブコーヒー１ドリンク付き。
※「オマールの壁」を鑑賞されない方の入場は無料。

16:00～ 物販（パレスチナグッズ）と展示
※映像：高橋美香さん、ホン・ヨンウン
ホン・ヨンウン 1993年ライブ(DVD)より「緑の国」、「石の戦い」
１８：００～『Nine to Five』(ダニエル・ガル監督 2009年イスラエル 17分)　
１８：３０－２０：００　映画『オマールの壁』上映（ハニ・アブ・アサド監督 2013年パレ
スチナ 97分 日本語字幕）トーク：高橋美香、足立正生　
２１：１５～　物販と展示（ただし、NO　LIMIT）

 ★世界のマイナー酒研究家・松本祐貴の酒場放浪記～アジア編～
時間：１６：００～１８：００
会場：高円寺・北倉庫　

高円寺在住の編集者が勢い余って仕事を辞め、何を思ったか夫婦揃ってハチャメチャ
な世界飲酒旅行へ。世界の酒場に集まる若者やオッサンたちを見つめてきた泥酔ライ
ターが、今回はアジアに焦点をあて、各国の酒飲み文化を徹底解剖。貴重な写真を交え
ながらお話をうかがいます。世界の珍酒の振舞い酒アリ！

★NEEDLE DRAWINGS　
MUSIC AND TATTOO LOVERS’ PARTY　
時間：１５：００／１５：３０
会場：カフェ・ラバンデリア
料金：入場無料（※要ドリンクオーダー）音楽ライブは投げ銭制
刺青：許淳瑋（台湾）／Li Nin gfung（香港）／彫のり（日本）　
音楽：Warrior Dread feat. MC Gobow and more.

タトゥーと音楽の好きな人たちのパーティー！！
音楽を聴きながらタトゥーの話で一日のんびりゆっくり楽しもう。

 ★【海賊パン屋がやってくる！　かくめい生活研究所アゲイン！】
時間：１９：００～　Pirate Utopiaのパン頒布
　　　２０：００～ RLLのかくめい生活研究所
場所：気流舎（下北沢）
料金：無料（＋投げ銭）　※１ドリンクオーダーお願いします。

毎週日曜22時に放送していた素人の乱ネットラジオ「RLLのかくめい生活研究所」
（2006年～2012年）。日本における海賊ラジオの発祥地、下北沢にて散会して久しい
RLLの３人がこの 夜限りの再結成、あの頃のようにトークでもしてみよう。メンバーのひ
とりintellipunkの天然酵母パン「Pirate Utopia」が、その 日焼きたてのパンを抱え、気
流舎にやってきます。

★小鷹拓郎のアジアバカ芸術！
特別ゲスト：無限発掘FINDARS（マレーシア）
時間：１９：００／１９：３０
会場：Pundit
料金：1000円（1drink付） ※海外からのお客さんは入場無料（※要1drinkオーダー）

今回の「NO LIMIT 東京自治区」、東アジア圏がわりと多め。小鷹氏は東南アジアのバ
カ芸術文化にも詳しいので、「こっちにもとんでもない奴らがいるぞ！」と、東南アジア
の情報を仕入れる絶好の機会！！！　そして、今回は無限発掘FINDARSが特別ゲスト！
彼ら自身の活動も紹介してもらいつつ、最近の東南アジアのマヌケ文化事情なども聞
いてみよう！　海外旅行が面白くなりそうなイベントなので、これは是非駆けつけるし
かない！！

★さらばアベパーティー！（路上交流会）　
詳細未定　

SEP.15 thu  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

★パレスチナ・カフェ！　
会場：高円寺・素人の乱１２号店　
料金：各日1,000円　※アラブコーヒー１ドリンク付き。
※「断食芸人」を鑑賞されない方の入場は無料。

１２：００~　物販、展示　ホン・ヨンウン 1993年ライブ(DVD)より「緑の国」、「石の戦
い」１３：００～『Nine to Five』(ダニエル・ガル監督 2009年イスラエル 17分)上映　１
３：３０~　足立正生監督作品『断食芸人』（足立正生監督 2016年 104分 英語字幕）
上映　１５：００～１６：００　トーク：高橋美香、足立正生

★A3BC「激進彫摺踏踏ワークショップ」
時間：１５：００～２２：００　
会場：新宿・IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
参加費：無料

木版はアートを超えて私たちの手元で胎動しているのです。木版画を通して、ローカル
なコレクティブをつくり、そのネットワークを編んでいきましょう！　ワークショップで
は、それぞれ、または共同でべニア板を彫って、油性のインクを使って、布に刷ります。
版木、道具、布は用意していますので、手ぶらで参加できます。Tシャツ・トートバッグな
どに刷りたい方は各自お持ちください。
　★世界マヌケ社区サミット　
時間：１９：００～　
参加社区：高円寺北中通り・素人の乱／台北・一條街計畫／釡山・agit界隈／上海・定
海橋互助社 ほか　
会場：高円寺・素人の乱12号店　

いま、アジア各地にオルタナティブスペースが続 と々登場している。しかし、それと同時
に各地での大規模な都市開発も進み、面白い独立空間も、できては消え、またできて
は消えという状態。そこで！　各地では、しぶとい場所作りとして、同じ地区に多数の
スペースを開き、近隣地域を巻き込みつつひとつの面白いエリアを作っていくという、

新たな抵抗手段が流行しつつある。そんな、各地域で顔の見える範囲の謎のエリア（社
区）を作っている人たちの紹介&情報交換&作戦会議のような交流会を開催！　そう、
時代は社区！！

★Live painting with Music 地下洞窟でお絵描きしちゃう？　　
時間：１９：３０～ 　
会場：国立・かけこみ亭
料金：投げ銭　
出演：Lim Keh Soon（live painting）、Wong Eng Leong（video projection）（マレーシア
／Findars 無限發掘）、music；カタマリリー、poem：古さん

今、ものすごい勢いで経済発展をしているマレーシアはクアラルンプール。しかし、その
発展は際限のない森林破壊を担保にしている。政府は腐敗しまくっており、大企業とつ
るんで、やりたい放題。そんな社会に抗いながら、音楽、美術などの表現者達のために
自主スペースを作り、運営しているグループ、それが、Findars 無限發掘！！

★NEEDLE DRAWINGS　
MUSIC AND TATTOO LOVERS’ PARTY　
時間：１５：００／１５：３０
会場：カフェ・ラバンデリア
料金：入場無料（※要ドリンクオーダー）音楽ライブは投げ銭制
刺青：許淳瑋（台湾）、Li Ningfung（香港）、彫のり（日本）、20:00～　ちだ原人スペシ
ャル・ライブ 

タトゥーと音楽の好きな人たちのパーティー！！
音楽を聴きながらタトゥーの話で一日のんびりゆっくり楽しもう。
 　
★だめ連トークのつどい 「アジアヘンタイ交流！」
時間：１９：３０～
料金：200円（＋1ドリンク）
場所：早稲田・あかね
出演：神長恒一、ぺぺ長谷川、スペシャルゲスト：この日までに知りあったアジアの誰
か？（来るのか？）

資本主義的じゃない人生を日々模索しつづけるだめ連の２人が、この日までに知りあっ
たアジアのオモロイ人に喰い込みざっくばらんにトーク、交流！（しかし英語はまるでで
きず）。閉塞しまくってる時代に楽しく自由に生きるヒントが あるかも！？　競争、優越
感なんてくだらない。世界のヘンタイ、バンザイ！！

★出張！大衆処いときち from 南伊豆
時間：１９：００／１９：３０
会場：下北沢・気流舎
料金；無料（＋投げ銭）　※１ドリンクオーダーお願いします。

19:30～　ワークショップ（マクラメ編みのストラップづくり）
20:00～　トークショー（下賀茂音泉笑店街「シャッター街のコミニティスペース」）

SEP.16 fri  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

★ALTER CURRY PARTY あたらしい食卓vol.3 「NO LIMIT 東京自治区」特別編　
正木高志（アンナプルナ農園）トーク・ライブ「empty sky」　
時間：１９：００～
会場：IRREGULAR RHYTHM ASYLUM　
食事：無料カレー（カオスフーズがカレーをふるまいます）

熊本阿蘇の花鳥村（アンナプルナ農園）から正木高志さんをお招きし、インド哲学の核
となる概念、アドバイタ（非二元論）とアヒンサ（非暴力）を手がかりに､滅びゆく現代
文明とその後に誕生する新しい文明について､日本と東アジアの課題についてお話しい
ただきます｡

★空族meetsレディオマルーンROOTS REBEL ISAN～タイの抵
抗音楽～『バンコクナイツ』に向けて
時間：19：30／20：00～
会場：新宿・カフェラバンデリア 
入場無料　※1ドリンクオーダー+投げ銭
※満員時には入場をお断りする場合もございます。
出演：相澤虎之助（映像制作集団 空族　レディオマルーン(意義申し立て DJ 集団)）　
“娼婦・楽園・植民地” をテーマにタイ・ラオスをオールロケした空族の最新映画『バン
コクナイツ』が2017年2月にテアトル新宿をはじめとして順次全国公開されます。本作
で大きなカギとなるのがタイの東北部・イサーン地方。そして劇中を彩るイサーン音楽
たち・・抵抗の音楽とも言い換える事が出来るイサーン音楽を通して『バンコクナイ
ツ』の世界に迫ります。
　
主催・問い合せ：　模索舎　東京都新宿区新宿2-4-9　 TEL：03-3352-3557　

★山下陽光の「バイトやめる学校」＠アジア編　
時間：１４：００～１６：００　
場所：高円寺・北倉庫　
料金：日本人 1000円、外国人はNO LIMITパスポート提示で無料　※英語通訳あり

好きなことに限りなく近い事で、世の中に需要がある事を見つけて、バイトするよりは
大変だけどストレスが少ない仕事を作って暮らしていく理論と実践の学校。
　★香港雨傘運動写真展
時間：１２：００～２０：００
会場：高円寺・素人の乱１２号店

2014年に香港で発生した雨傘運動は、香港の主要な都市部複数箇所を二カ月以上に
渡って市民がオキュパイした民主化運動です。公正で民主的な普通選挙を求めて市民
たちは立ち上がり、香港のセントラル、モンコック、コーズウェイベイといった街のストリ
ートは、市民による自治区となりました。今回の写真展は、その中の市民たちが撮影し
た香港雨傘運動の記録です。

トーク：★雨傘運動から二年・香港のいま
時間：１８：００～　長年、香港の取材を続けてらっしゃる和仁康夫さん(ジャーナリスト
)ほかによる、トークイベントを行います。飲み会も交えて、実際に雨傘運動に参加した
在日香港人の方なども参加します。

★東アジア☆ヤバイ女子会 on street
時間：１９：００～　
会場：JR高円寺駅北口広場（途中で移動の可能性あり）

アジアの風物詩と言ったら路上でだらだら！　アジア中から路上マスターがやってくる
から、皆んなで外飲みしちゃおう～♪　飲み物、食べ物持ち寄り。女子！女子だった人！
女子になるかもしれない人！女子じゃない人！

★謎のテント村出現！！

期間：9月16日(金)～17日(土)
会場：多摩地区某所（完全口コミ。誰かに聞いて辿りついてください）
雨天決行、飲み物、食べ物、テント、寝袋、持ち込み歓迎、楽器、鳴り物（アンプラグ
ド）、持ち込み大歓迎。　口コミでこの場所を探り当て、素晴らしき時間と空間を共有
しましょう。

SEP.17 sat  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

★アジア大バカ集結記念！　鎖国反対デモ
時間：午後　
場所：新宿(予定)
　
★香港雨傘運動写真展　
時間：１２：００～２０：００
会場：高円寺・素人の乱１２号店　

★《行星 행성 惑星》 Live　
時間：１９：３０／２０：００　
会場：神保町・路地と人　　
料金：1,500円
出演：鶯色（鈴木美紀子、山田民族）、久保田健司、阪本愛子、小関千恵

番外編/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
　★釜山・思考喫茶ひよ食堂（韓国）　
期間：９月９日（金）~１０日（土）　
時間：昼ごろ　
会場：高円寺・なんとかバー　

★Radio Kosaten (ラジオ交-差-転）　
日時：９月１８日　
時間：１９：００～　
http://kosaten.org/radko

★栗原康×松本哉「マヌケ反乱のススメ」
日時：９月２１日(水)
時間：２０：００～２２：００ （１９：３０開場）
会場：下北沢・本屋B&B
料金：1500円 ＋ 1ドリンクオーダー



ONIGIRI SPOT
NO LIMITパスポート提示の方は無料で食事を提供！　そうじゃない方はカンパ制の無料食事場所です。

★KOENJI

なんとかBAR
日程：９月１２日（月）～９月１６日（金）
時間：昼ごろ

★TAMA

かけこみ亭
日程：９月１３日（火）、９月１５日（木）
時間：１１：００～１３：００
＊「一緒に作って一緒に食べよう会」開催

★SUIDOBASHI

路地と人
日程：９月１２日、１３日、１５日、１６日
時間:１９：３０～２１：３０
＊おにぎり、焼きうどん、ほうとうなど

★SHINJYUKU

IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
日程：９月１１日（日）～９月１７日（土）
時間：１４：００～１８：００
＊おにぎり＆カレー

カフェ・ラバンデリア
日程：９月１１日（日）～９月１７日（土）
時間：１８：００～閉店まで
＊塩にぎり

警察編!!!!!!!!!!!!!!原発編!!!!!!!

標準的日本人編!!!!!!!

MAP
高円寺CLUB MISSION’S
東京都杉並区高円寺南4-52-１
TEL:03-5888-5605

LIVE & PUB MOON STEP
東京都中野区中央5-39-16
TEL:03-3380-7739

新宿Antiknock
東京都新宿区新宿4-3-15　レイフラットビルB1F
TEL:03-3350-5670

★高円寺
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

素人の乱１２号店 
東京都杉並区高円寺北３丁目８－１２ フデノビル２階

pundit’
同上　TEL:０９０－２５８８－９９０５

北倉庫
東京都杉並区高円寺北3-41-8-B1
TEL:090-8972-1983

なんとかBAR
東京都杉並区高円寺北3-4-12
TEL:080-3177-1905

★下北沢//////////////////////////////////////

気流舎 
東京都世田谷区代沢５丁目２９－１７
TEL:03-3410-0024

★国立///////////////////////////////////////////////////////////

かけこみ亭 
東京都国立市富士見台1-17-12　S＆Sビル地下
TEL:042-574-3602

★神保町////////////////////////////////////////////////////////////////

美学校
東京都千代田区神田神保町２丁目２０ 第二冨士ビル 3F
TEL:03-3262-2529

★ 中野////////////////////////////////////////////////////////////////

中野 heavysick Zero
東京都中野区中野5-41-8 カースク中野B1,B2F
TEL:03-5380-1413 

★新宿///////////////////////////////////////////////////////////

Café★Lavandería
東京都新宿区新宿２丁目１２－９
TEL:03-3341-4845

IRREGULAR RHYTHM ASYLUM
東京都新宿区新宿１丁目３０－１２－３０２
TEL:03-3352-6916
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