
http://aozoracamp.com/

MAY THE PEACE BE WITH YOU!

2013/5/18sat -19sun
＊ライブは 5/18 のみ

ハートランド・朝霧

光風&GREEN MASSIVE ／ Likkle Mai&The K
KINGDOM★AFROCKS

青谷明日香／ナギナギ／ハンサム判治大介
堤晋一／SARATOGA／SAIRU

Clover’s clover／ THE SIDEBURNS
（順不同）

▲タイムスケジュール（予定）▲日程
2013/5/18（土）～5/19（日）

▲場所
ハートランド・朝霧 中島酪農場

▲料金（税込）
入場料1名／前売4,000 円

キャンプ券1名／1,000 円

駐車券1台／2,000 円

5/19（日）

11:00am

ハートランド・朝霧 中島酪農場

主催：青空 camp　後援 : ハートランド・朝霧 中島酪農場

8:00am 開場

9:00pm

12:00pm（正午） 終了
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ハートランド・朝霧
※中学生以下無料（保護者同伴）

当日5,000 円

※チケットは枚数に限りがあります。
　売り切れの場合、各チケットとも
　当日券の販売はいたしません。

※バイク・自転車は無料

※テント等のレンタルはありません。
　ご自身でお持ちください
※タープは小型のものに限ります。周り
　の方々と譲り合ってご利用ください。 ＊5/19（日）のライブはありません。

※時間は変更になる場合があります。

雨天決行 詳細は青空 camp 公式ホームページをご覧下さい。 http://aozoracamp.com/

ライブ

ワークショップや
キャンプをお楽しみください。

5/18（土）
静岡県富士宮市根原228番地

※会場の都合により、5/19 は昼頃より一般のお客様も
　入場されますが、引き続きキャンプをお楽しみいただ
　き、2:00pmを目安にご退場ください。

ライブ終了後は
キャンプをお楽しみください。

青谷明日香

光風&GREEN MASSIVE

2007年結成。じわじわと根を張るように
日本各地でライヴ活動を行う。ロックス
テディ、レゲエ、ブルース、ソウル、ファク
などあらゆるルーツ・ミュージックを根ざ
し奏でる雑草ルーズ・グルーヴ。2012年
春、2nd Album『報いの唄』発売。民衆
の民衆による民衆の為の音楽。

キーボードかついで街から
街へ。旅する吟遊詩人。
FUJIROCK FESTIVAL 2011、
2012年と２年連続出演など、
いま話題沸騰中。

ナギナギ
バンドのサックスとしてメ
ジャーデビュー後、ボブマー
リーにはまり唄を志すKAAA
と元SUPER BUTTER DOG
のTOMOHIKOのユニット。

SARATOGA
ディジュリドゥ、ドラム、シン
セサイザーによる人力トライ
バルトランスジャムバンド。
FUJI ROCK FESTIVAL 2012
など出演。

生音、サンプリングで創造す
るインストゥルメンタルバン
ド。「旅する音楽」を目的と
し、生み出されたサウンドは
幅広く心の旅を彩る。

地元静岡を拠点に活動する
SKA BAND。SKAだけにこだ
わらない様々な顔を持つ。
今年は結成10周年を記念して
アルバムをリリースする予定。

結成から18年、長きにわたり
静岡県富士市を拠点に活動。
現 在 も 富 士 の 麓 か ら
AUTHENTIC　SKAを世界
に向けて発信し続けている。 

SAIRU Clover’s clover THE SIDEBURNS

Likkle Mai & The K

DRY＆HEAVYの元ヴォーカル。ギタリス
トThe KとのユニットLikkle Mai & The 
Kでの活躍は国内外に及ぶ。脱原発デモ
を通して出会ったジンタらムータとのコラ
ボ作「平和に生きる権利」を2012年12月
23日リリース。「希望郷いわて文化大使」
として故郷・岩手県のPRにも努める。

ハンサム判治大介

結成16周年を迎えたアングラロックシー
ンの重鎮「ハンサム兄弟」のボーカル。
3.11直後から東北の避難所や仮設住宅を
まわり、被災地での音楽活動は1年間で
100回以上を数える。現在も「ウクレレ大
使」として被災地をまわり、ウクレレを贈
り、愛と元気を届け続ける。

堤晋一

ロックバンドBivattchee（ビバッチェ）で
2003年にメジャーデビュー。フジロック
を始め、大型野外フェスに出演。解散後は
音楽プロデュースやイベントプロデュース
を行いながら活動中。音楽を用いた組織
開発ワークショップ"みんなでみんなの歌
創り等も勢力的に運営中。

セネガル、キューバ、ブラジル、ニューオリ
ンズ等、ワールドワイドなバックボーンをも
つ超個性派揃い8人のメンバーからなる東
京発のアフロビートバンド。FUJI ROCK 
FESTIVAL2012や全国リリースツアーで
のパフォーマンスが話題沸騰中！2013年
最も目が離せないバンドのひとつ。

KINGDOM★AFROCKS



★タイムテーブル

★ワークショップ

★フードエリア

10:30am Clover’s clover

11:20am 堤晋一

12:10pm SAIRU

1:00pm 青谷明日香

1:50pm SARATOGA

2:40pm ハンサム判治大介

4:00pm THE SIDEBURNS

4:50pm ナギナギ

5:40pm KINGDOM★AFROCKS

7:40pm 光風 & GREEN MASSIVE

6:40pm Likkle Mai & The K

3:20pm トークライブ

ウッドデッキステージ ティピステージ
8:00am開場

ライブ終了後はキャンプをお楽しみください。
※近隣への配慮のため8:00pm以降、キャンプサイトからの車の出入りを原則禁止とします。
※日帰りの方は速やかにお帰りください。

6:00pm入場受付終了

5/18（土）

5/19（日）＊5/19 のライブはありません。

※会場の都合により、5/19 は昼頃より一般のお客様も入場されますが、
引き続きキャンプをお楽しみいただき、2:00pmを目安にご退場ください。

12:00pm（正午）終了

ワークショップやキャンプをお楽しみください。

＊ライブは 5/18 のみ

◆ハートランド朝霧「牧場体験ワークショップ」
牛の乳搾りとバター作り体験とおいしいソフトクリームが1個付いたワークショップ
・日時：5月19日（日）10:00am～（約1時間） 　・集合場所：ステージ付近
・参加費：1,000 円 ※参加費は当日、直接お支払いください。
※メールにて事前予約。空きがある場合は、5/18（土）に予約可能。受付に問いあわせを。
※子供優先　※5歳以下のお子様は保護者同伴

◆お食事処とし
青空 campの親父&おふくろの味！
地元の名物である富士宮やきそばなど

◆ロック屋
静岡県富士宮市中央町の裏路地
旨い煮込み&おでんなど

◆五空ぱん
茅ヶ崎の自家製酵母パン屋。
手作りのパンと野菜たっぷりのスープなど

◆SARATOGA「ディジュリドゥワークショップ」 
・日時：5月19日（日）10:30am～（約1時間）　・会場：ステージ前広場
・参加費：2,000 円（プラディジュリドゥ代）※参加費は当日、直接お支払いください。
※メールにて事前予約。空きがある場合は、5/18（土）に予約可能。受付に問いあわせを。
※5歳以下のお子様は保護者同伴

◆富士山を眺めながらの「ヨガワークショップ」
・日時：5月19日（日）7:00am～ 8:00am　8:15am～ 9:15am
・会場：ステージ前広場　・定員：各回 20 名程度　・参加費：無料
※予約不要　※ヨガマットをお持ちください。

◆ハンサム判治大介「ウクレレワークショップ」
・日時：5月19日（日）9:30am～（約1時間）
・会場：ステージ前広場　・定員：各回15 名～20 名程度　・参加費：無料
※予約不要　※5歳以下のお子様は保護者同伴

◆◎笑描き屋◎「お子ちゃまとの絵遊びワークショップ」
・日時：5月18日（土）1:00pm～5:00pm
・会場：フード&マーケットエリア
・参加費：無料

◆Lock 「オリジナルコースターづくり」
・日時：5月18日（土）19（日）随時
・会場：Lock 出店スペース　・参加費：100 円

◆Yua candle 「みつろうキャンドルワークショップ」
・日時：5月18日（土）19（日）随時
・会場：Yua candle 出店スペース
・参加費：600 円　・所要時間：20 分

◆JI MALL 「手づくりアクセサリーワークショップ」
・日時：5月18日（土）19（日）随時
・会場：JI MALL 出店スペース
・参加費：店舗にお問い合わせください

★マーケットエリア

◆Natural Handcraft Workshop
ガラス細工、革製品、シルバーアクセサリーなど
◆W tree
ボロシリケイトガラスのアクセサリー
◆YOSHI-TAKE
トンボ玉、アクセサリー、手編み帽子など
◆Helmand Gear
ハンモックスタンド、焚き火台テーブル
◆ミヤザキの蝉
オリジナルの洋服、帽子、カバンなど
◆DrILL（ドリル）
オリジナル衣料「mash」、ネパール雑貨など
◆Lock（ロック）
アウトドアを軸にしたTシャツやポスターなど
◆Yua candle
ハンドメイドCANDLEの製作 &販売　
◆青空美容室
「きのしたきのこ」&「misoyan」による美容室

◆大土屋
震災以後、炊き出し3万食超を行ってきた
NPO法人BOND & JUSTICEによる出店

※時間は変更になる場合があります。

※出店内容等は変更になる場合があります。

※出店内容等は変更になる場合があります。

※ワークショップの内容等は変更になる場合があります。

その他詳細はWEBサイトにてご確認ください。

2013/5/18sat -19sun
＊ライブは 5/18 のみ

ハートランド・朝霧

http://aozoracamp.com/

※実際の会場とは一部異なる場合があります。
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会場案内図

※宿泊（テント利用）のお客様は場内駐車場となります。日帰りのお客様は場外駐車場となります。
※日帰りでもキャンプサイトでタープを張ったり、バーベキューなどをする方は場内駐車場に停められます。その際はご利用
　1名につきキャンプ券1枚が必要となります。
※場内駐車場の用地が牧草地のため、雨天時は駐車場として使用できません。その際は、場外駐車場への駐車に変更となり
　ます。予めご了承ください。

関係者入場口

場内駐車場
（宿泊客用）


