
5月4日（金・祝）5月3日（木・祝） 5月3日（木・祝）

5月5日（土・祝）

5月6日（日）

4月30日（月・休）4月29日（日・祝）4月28日（土）

5月4日（金・祝）5月4日（金・祝）/5日（土・祝）

5月5日（土・祝）

かしわ駅前フェスタ
■４月25日（水）→５月６日（日）

能町みね子氏

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。各店公式WEBサイトをご覧ください。

石田和雄氏（九段）と
佐々木勇気氏（六段）の
師弟トークショー

柏将棋センターの師範である石田和雄氏（九段）と
弟子である佐々木勇気氏（六段）によるトークショーを
お楽しみください。トークショー終了後もイベント開催！

■午前11時 : 柏モディ店頭プラザ 
■午後2時 : 柏髙島屋本館３階エントランスステージ

■午後2時30分～、4時30分～ 
■柏髙島屋本館３階エントランスステージ
   ※雨天時はS館専門店4階 吹き抜け特設会場

ステモdeお笑い 

〈出演〉おかずクラブ、アイロンヘッド、スカチャン

石田和雄氏 佐々木勇気氏

〈ゲスト〉能町みね子氏、隆の勝関（柏出身の力士）

“0から始める”相撲オタクになるマガジン「綱」が
お届けする相撲トークショー

■午後1時～、3時～ 
■柏髙島屋本館3階エントランスステージ

抱きしめてTSUNAイト
with 大相撲展

人気ゲストを迎え、ステモから生中継でオンエア。
ゲストによるライブもあります。
※荒天中止

■午後1時～3時50分 
■柏髙島屋本館3階エントランスステージ

bayfm公開生放送

■午前１１時～午後４時 ※荒天中止 
■柏髙島屋本館３階エントランスステージ

G.W.
ステモ音楽祭
Supported by 柏MUSIC SUN

■①午前11時～ ②正午～ 
　③午後1時～④午後2時～
　⑤午後3時～ ※各回20名 
■柏モディ店頭プラザ

【親子で体験】アシカロボットを作ろう！

●美文字ワークショップ
　自分だけのオリジナル扇子づくり
   参加費:500円
■①午後1時～午後2時30分
　②午後3時30分～午後6時
■柏モディ店頭プラザ

美文字ワークショップ＆
書道パフォーマンス

こどもの日は家族で柏駅前で過ごしませんか。
リアル宝探しや大道芸パフォーマンスなど家族み
んなで楽しめます。 
デパ地下グルメ屋台や地元でおなじみの「手づくり
ての市」も登場！GWの思い出の1ページにそえてく
ださい。

ペーパークラフト＋電子工作で動き回るロボットを作
ります。発想と工夫を通して、もの作りの楽しさを体験
できます。作ったロボットはお持ち帰りいただけます。

■①午前11時～午後12時30分 ②午後1時～午後2時30分
　③午後3時～午後4時30分　※各回20名 
■柏モディ店頭プラザ

プログラミング体験！ロボットを動かそう！

キーボードでプログラミングを打ち
込んで、ロボットを思い通りに動かし
ます。楽しく遊びながら論理的思考
や課題解決能力が身につく体験会
です。

扇子に筆ペンで書いた1文字を先生が評価・アドバイス
をします。文字の意味や歴史の解説、文字のクセに
よる性格診断など聞いてタメになることがたくさん。仕
上げに金の粉をふってお持ち帰りいただきます。母の
日のプレゼントにも！

●書道パフォーマンス
■午後3時～午後3時30分
■柏モディ店頭プラザ

書道家・書道パフォーマーである粟津紅花先生による
ダイナミックなパフォーマンスをお楽しみください。

■午前１１時～午後5時　■柏駅東口ダブルデッキ
かしわ駅前ウエルカムデー

■午後1時・3時（各回先着20名様） 
■柏髙島屋本館地下2階 特設会場
　※午後1時・3時の回とも、当日の午前10時より
　　本館地下2階催会場にて整理券を配布いたします。

行司さんによる
相撲文字実演・プレゼント

～Premium Style～

①柏髙島屋本館3階エントランスステージ
　フラメンコ

■午後2時～2時20分、午後2時40分～3時、
　午後3時20分～3時40分

4箇所同時ライブ“Ripple 柏”

④柏駅東口大和証券ビルバルコニー
　吹奏楽団

③柏モディ店頭プラザ 
　テルミン

②柏髙島屋ステーションモール
　新館専門店3階 エントランス前 
　弦楽四重奏

●著書の特別販売＆サイン会
2018年5月10日（木）販売予定、石田和雄著書 
『棋士という生き方』を先行販売いたします。
（各会場とも限定50冊）

●初心者向け！
  ミニ将棋教室 開催

隆の勝関

※参加費：無料

キット代：500円



宝の地図を解読し、エリア内に実際に隠された宝箱を見つけだそう！
キーワードをすべて集めて報告すると参加賞がもらえます。
さらに、チバザビーフなどが当たる抽選会にご参加いただけます。〔参加無料〕

5月15日（火）に柏髙島屋本館屋上に銀座ライオンビヤガーデンがオープン！
ご挨拶を兼ねて、ゴールデンウィークにビールと軽食をご用意しました。
もちろん、ソフトドリンクもあります。皆様、ぜひ柏髙島屋本館屋上にお越しください！！

オープニングセレモニー

デパ地下屋台（柏タカシマヤ）

手づくりての市 ※手づくりての市は午後4時まで

大道芸パフォーマンス

銀座ライオンビヤガーデン

G.W.お買上げ抽選会 
■柏マルイ 5階イベントスペース  ■6月30日（土）まで
球界初・千葉ロッテマリーンズが創る、Tシャツ専門店。
ここでしか買えないオリジナルTシャツが勢ぞろい!

Crystal Magician Michel おちゃまめ 大道芸人ドレミファそんりゅう

大相撲展
Oh!SUMO EXHIBITION
■４月26日（木）→５月７日（月）

Marines(T)Lab

●正午～午後1時・・・・・・・・・・・・Crystal Magician Michel、大道芸人ドレミファそんりゅう
●午後1時30分～2時30分・・・Crystal Magician Michel、おちゃまめ
●午後3時～4時・・・・・・・・・・・・おちゃまめ、大道芸人ドレミファそんりゅう

【メニュー】      
〈お飲物〉 ●サッポロ〈黒ラベル〉500円　●琥珀エビス600円　●ソフトドリンク各種100円
〈お料理〉 ●ジンギスカン600円　●枝豆300円　●チキンの唐揚げ500円
              ●揚げタコ焼き400円　●フライドポテト400円　●ソース焼きそば500円

リアル宝探し トレジャーマップ ～幻のひまわりを探せ～

主催：東映株式会社
後援：柏市/柏商工会議所 
協力：日本相撲協会/浜名梱包輸送/ＴＳＵＮＡ/
　　 ベースボール・マガジン社/報知新聞社

■ご入場時間：午前10時～午後7時30分（午後8時閉場）
　※最終日５月7日（月）は午後4時30分まで
　　（午後5時閉場）
■会　場：本館 髙島屋地下2階 催会場
■入場料（税込）： 一般600円、大学・高校生300円
　※中学生以下無料

●はる屋とソラネコ : フェルト雑貨、その他雑貨
●Chez Nous(シェヌー) : 紙で作るバラのアクセサリー「ロザフィ」
●ＹＫテック : てづくり木工品　●サカエ木工店（Sakae) : 手作り 木工おもちゃ
●焼きたてパンとお菓子 ラ•コリーヌ : 焼きたてパンとお菓子
●KATEcafe-ケイトカフェ- : ハンドメイドアクセサリーほか
●魔女の手仕事 : アクセサリー販売　●praline cream : パンやお菓子のアクセサリー
●TUULIKKI : 手作りアクセサリー　●Sweet Lees : プリザーブドフラワーほか
●atelier TATEHA(あとりえ たては) : レジン細工、手作りアクセサリーほか
※天候等により、出展内容が変更になる場合がございます。

〈ハレビノ〉幸せのバナナパン（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400円ほか
〈人形町今半〉特選すき焼コロッケ（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円ほか
〈醤家〉やきそば（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
〈吉野鶏めし保存会〉鶏めしおにぎりセット（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円

『鎌倉と江ノ島を拠点に活躍する
通称"クリスタルマジシャン"。"透明な
もの"をテーマとした神秘的な世界観
のパフォーマンスで、皆さまに信じ
られないような景色と錯覚をお届け
いたします。』

「コズミック☆倶楽部」が
かしわ駅前ウエルカムデーの
オープニングを彩ります。
先着200名様にひまわりの
切り花（1輪）をプレゼント！
（先着200名様）

表情豊かな大道芸人ドレミファ
そんりゅう。不思議な棒を使った
ジャグリングや、バルーンアートを
交えながらのハイテンション
コメディショーで、みんなに笑顔を
届けます。

タップダンスが得意なおちゃと、
ハットジャグリングが得意なまめ
の、おちゃめな2人がくりだす、
ほっこりコメディーショー。

■5月3日（木・祝）→5日（土・祝） 正午～午後6時  ■柏髙島屋 本館屋上

大道芸人プロフィール

■4月28日（土）→5月6日（日）
■対象店舗：柏髙島屋ステーションモール S館・新館 専門店、S館髙島屋　
お買上げ・ご利用のレシート税込5,000円ごとに１回参加！

■午前11時より受付開始 （最終受付 午後4時）　■受付・スタート場所：柏駅 東口ダブルデッキ

■午前11時～午後5時 （オープニングセレモニーは午前10時50分から） ■柏駅東口ダブルデッキ
かしわ駅前ウエルカムデー

主催：柏髙島屋ステーションモール、柏モディ　協賛：チバザビーフ協議会　企画・製作：タカラッシュ

Ａ賞：「柏モディ商品券」＆「柏髙島屋ステーションモール
　　   ショッピング＆グルメチケット」＆「髙島屋商品券」
　　  （計15,000円分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３名様
Ｂ賞：チバザビーフ
　　 「八千代黒牛」（500ｇ）
　　 5,000円相当
　　 ・・・・・・・・・・・・・・3名様

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

Ｃ賞：柏モディ商品券（500円）・・・・・・・・・・・・・・50名様
Ｄ賞：柏髙島屋ステーションモールＳ館・
　　  新館レストランで使える グルメチケット（500円）
　　  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50名様
E賞：タカシマヤ ギフトカード（500円）・・・・・・・50名様

■5月5日（土 ・祝）

コズミック☆倶楽部


