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家族ぜ遊べる!海辺o野外ィベフト!!



おやつ工房 haru・ 米 (下松)

百姓・本村さんの無農薬無化学肥料栽培の米粉

100%作 る野菜たっぷリキッシュと、暑い夏に

ぴったりのゼリーなど冷んやリスイーツを揃え

てお待ちしてます♪

瀬戸内夕カノスファーム(周 防大島)

2011年 神奈り|は り周防大島へ家族で移住。
翌年、島の奥、神浦にて養蜂場 瀬戸内タカノ
スフアームを開業。 (島 のはちみつ 、島のは
ちみつを使った加工品〕作りをしています。
あの時産まれたばかりの長女が7歳。 島での
マルシェ運営に関わるなど、食の事、自然の
事、都会と島の違いを経験しながら活動中で
す。

LoveAfパ ca倉」作 O miki chiang(山 口市)

百日紅(周南市)

主に山口県産の農産物(で きるだけ無農薬・無

化学肥料のもの)を 使ってゆっくり加工してい

ます。 今回のフェスでは、特製おはぎ(定番の

大納言小豆のほかに緑茶やほうじ茶餡なども)

と特製おやき(グ リンピースカレー、ひじき梅

など)を つくって参加します !

山田菜園(周 防大島)

周防大島町の山田菜園です。 三角屋主催のイベント

は今回が初出店となります。 当菜園は栽培期間中に

農薬・化学肥料を一切しない農法により、 年間約 3

0品 目の野菜を栽培。 週末ことに岩国～周南界隈で

開かれる各種イベントに出店するなど、 対面による

直売に特化して野菜を販売しています。 今回のイベ

ントでは、 当菜園の主力品目である“たまねぎ'を は

じめ、夏の主要品種“黒ピーマン"“紫唐辛子"な ど、

6～ 7種類の野菜を出品する予定です。 当ブースヘ

のたくさんのご来場、お待ちしております。

祝島物産(上関町)

瀬戸内海に浮かぶ小さな島、視島より自然の恵みを

お届けします。

当日の出品物は祝島コーヒー 、祝島ひじき鉄釜・

天日干し、天草、寒干し大根 、ふのり、びわ茶。

【びわ茶】 祝島のびわ茶は自然発酵の後、天日干し

、さらにじっくりと煎ることにより薬草茶にありが

ちな強いクセがなくとても飲みやすく美味しくいた

だけます びわ茶はノンカフェインなので妊婦さんも

小さなお子さんにもお勧めです。

あけばの園(光市)

一つ一つ丁寧に手作りされた、

倉敷帆布を使ったバッグ・」ヽ物の販売をします。

個性あふれる一点物の手縫いの刺繍もあります。

麻野農園(光市)

田舎暮らし里山暮らし私たちの暮らしの中に
は自分達で食べるもの自分達で作ったり、と
ってきたりすることがこく自然に当たり前の
ようにあります。そんな暮らし方を当農園の
お野菜を通して体感していただけたら嬉しい
です(^^)

アフリカ布(パ ーニュ、アンカラ、キテンゲなど)に 魅

せられて、いるんな柄を集めては布小物をひとつひと

][::[]:i13:[::i]言 ?[i::][ ン
、作品の製作、展示・販売しています☆

a.c twobees(周南市)

周南市 徳山駅近くのPH通 りにある、老舗セレ
クトショップ。 鴨 辺にまつわるエ トセ トラ」
をテーマとして、タオル ・丁シャツ ・ビーチ
サングル・古着などの販売をします。

菫
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しゅうなんFM&ト ライアングル(周南市)

おかげさまで

しゅうなんFM1 5周年!

トライアングル35周年を迎えます !

イベントの出店内容

●トライアングル8月 号と今年度のバックナンバー (1

用～7月 )の販売 ●パン本の販売 ●トライアングル年

間購読の受付 ●しゅうなんFMフ リーマガジン配布

三角屋(光市)

当日のご飯メニューは、サンドイッチ・タコライス・鶏そぼ
る丼・夏野菜のカレーライスなどをご用意。もちろん、手作
りにこだわり、子供が食べれる味付けで提供します !ド リ
ンクメニューは、特製ジュースや、自家製かき氷、ビール
や、カクテルも販売します。大人の方は、乗り合いやバス
で来て、海辺でお酒と音楽を楽しむのもサンドイッチフェ
スの醍醐味です !



小久保 淳平嵩響甜猾 桃1鸞輩諾ア
°渾身の 田中 光

2001年、東芝EMIよ リメジャーデピュー。シングル6枚

、アルバム2枚をリリース。 2003年 にメジャーシーンを

引退後、バンド活動やPCでのトラック制作など試行錯誤

を繰り返す。 2011年 より現在のアコースティックギタ

ーでの弾き語を確立し、311以降l_OVE FOR NIPPON等
の活動に参カロ。 「FUJI ROCKFESTIVAL」  「SONG OF
THE EARTHJ 「LOVE SAVES the DREAM」  「虹空」

や rパサール満月祭」 「FLOWER CAMP」 など大型フェ

スから各地のお祭まで幅広く出演。2013年より拠点を東

京から北九州に移し、愛する家族と共にキャンピングカ

音楽詩人。活動 10年目にして、本名である花本 潤とし

ての活動開始。日本のみならず、海外の路上や市場など

で瞑うパスカーとしても世界を旅する。バンドNu Trio

のメンパーとしても活動。描写的で独特な世界のオリジ

ナル曲をはじめ、ポル トギーやスパニッシュなど第二言

語のフォークミュージックをカバー。弦と声を紡ぐ、も

のがたりのような弾き語りの世界。その唄声は世代や国

境、人種を越え愛される。

千葉県館山市出身のラッパー。夜な夜な遊んでいた10代

の頃に、HIPHOPと 出会い音楽活動をF15始。以後、自身

の表現を探求し、様々なシーンで活躍の場を広げている

。心地よいと評されるテクニカルなフ回―を武器に、楽

曲と即興を織り交ぜる日VEは、普遍的なテーマと音楽愛

をかかげ、見るもの全てをステージに引き込む。また、

哀愁溢れるリリックとシーンでは珍しい風貌もあいまっ

て、参加した大会では「詩人」の異名を得ることにもな

る。

2011年 :SSWSト ーナメント優勝、2012年 :戦極MCバ
トル、UMB千葉予選優勝。2016年 l stソ ロアルバム「

ECHO CHAMBER」 を戦極CAICAよ り全国発売。

山口県光市出身のシンガー。18歳で上京し音楽活動を

開始。24歳の時に加入したバンドでソウルやジャズと

出会い、シンガーとしての方向性を見い出す。サンダル

のように普段履きしてもらえるような、親しみやすい音

楽。軽快なその足元のリズムは体と心を緩めるサングル

のソール (底)か らソウル (魂)へ。ソウルミュージッ

クに影響を受けたシンガーsunnyが 、パワフルかつソウ

ルフルな歌を気軽に親じめる音楽として届けたしヽ、そん

な想いからSandaISoul(サ ンダルソウル)が誕生した

Hula KoKo AIoha
(光市室積)

室積地区で活動を開始。koko(虹色)と いう言葉のよう

に、きれいで 笑顔いっぱい楽しいフラをみなさまにお届

けしてしヽます。街のイベント、各施設訪問ボランティア

、ライブ活動などをしています。室積コミュニティーセ

ンターで、健康・脳トレを兼ねてフラをしています。体

験してみてください。 (毎週水曜日 10:00～ 12:00)

(こ くば じゅんぺい/福岡) FFUJttROCK FESTIVAL.18日 出鶴映定 I (たなかひかる/東京)

花本 潤
(はなもと じゅん/光市)

SandaISou1 2016年 アルバム『Sandd tone』 を全国リリース、
(さんだるそうる/東京洸市出力を磐衝彎靡請留腎ぐ

に書き下ろした『すべて

山ロ アフリ家族
(山 □県各地)

西アフリカに遥か音から伝わる音楽に魅せられ集まっ

たリズム パフォーマンス集団。2002キカラ→2009
周防アマゾネス(ア フリカンダンス主体のチーム)¨ と

メンバーが入れ替わりつつ変化し続け、2017よ り山

ロアフリ家族として主に県内で活動中。

J.FELLOW
(光市)

光市中島田にスタジオがあります。ダンススタジオ

」FELLOWです。アットホームなスタジオで、老若男

女毎日楽しく踊ってます。今日も潮風を浴びながら、

楽しんでしっかりと良い汗かきましょう !

□響ムデーロ鋤勝開pにで発表します]

Wind Avenue(光 市)

地元 光市室積で、30年以上続く老舗のマリンスポーツ店。お店で
は、ウィンドサーフィン、スタンドアップパ ドル “サップ"を 教え
ています。今回のイベントでは、親子で参加できるサップの体験
を運営します !是非とも親子で水着を持って、ご参加くださいま
せ 1 1人 1000円/30分から気軽に体験できます !!

アトリエまりこあめ(周防大島)

躙 雉写F幌葛l糧膜‰胤瞑観盗
させてアクセサリーを作っています。 当日は室

積の海の水面を表現したキーホルダーを完成さ

せるワークショップをやります。当日皆様とお

会いできるのを楽しみにしております。

:ど

ワークショップ

Gems(周南市)

外国から直輸入した天然石を独自でデザイ

ンし、素敵なアクセサリーを作っておりま

す。

イベント当日は、選んだ天然石を使って、

アクセサリーを作るワークショップを行い

ます。子供も参加できるので、夏の思い出

に残る一品を作って帰ってください 1

置仁能盪
颯暉憑跛 撥 罐 繭 臨摯0



～ ご協力 おねがいします～

サンドイツチ7エ ス20181ま、入場無料です。

これ|ま、「誰でも気軽に来れるイベントにしたい」という思いからです。 しかし、当然ながら運

営にはお金がかかってしまいます。 そこで、みなさんにお願いしたいことは「会場内での飲食の

ご利用」です。 具体的日ま、飲食の持ち込みはご遠慮していただき、三角屋の飲食の物販をご利

用して欲しいです。

次回開催に向けても、遊びに来てくれた方々も一緒になって、イベントを育てていただけたらと思

います。しっか Lり と予算が確保できれば、さらに面白いことを提案させていただきます。 ぜひとも

、みんなで遊んでいきましょう |

子 供 と一 緒 1コ遊 べ ます !!

「家族で遊べる」が一つのテーマなので、サンドイツチフェスの会場には、エアコン付きの休憩所 '授乳室

をご用意します。休憩所では、畳の座敷で飲食が可能です。隣に仕切られた授乳室で1ま、授乳や、おむつの交換

などをしていただけます。また、外には松林があるので、音楽荏聴きながら、本陰でゆつくなプするのもオススメ

です。暑い日中には、それらをご利用くださいませ。

海水浴、親子で体験できるサツプのワークショツプもあ L′ ます!ぜひ、水着をご持参くださいませ!l

ノ`スのご案内
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8/141隊り入場無料 電0時～19時け |ンセット)
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