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moQrin 作 紅夜ステラ 作

公式イラスト紹介

リアル会場にご来場頂くお客様へのお願い

イラストを描いたり、R135 Tracksという

レーベル等からUplifting Tranceという
ジャンルのクラブミュージックを作ってリ

リースしたり等の活動をしています。
twitter : @graphix_oekaki

個人創作サークル「リウチア連邦創作

局」局長を務める宇宙人。 趣味でイラスト
や漫画を描いている他、架空の国家「リウ

チア連邦」の世界を創作しています。 主な
活動：漫画「リウチア」シリーズの創作、
YouTubeライブ配信「紅夜ステラのステラジ

なのさ」

●マスクを持参してください。(会話をする際にはマスクを着用してください。)

●こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
●他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ2m以上)を確保してください。

(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く)
●イベント中に大きな声で会話等はお控えください。
●感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。

●イベント終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して
速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。



あいさつ
第１回メタリア総合文化祭実行委員会 実行委員長

津田 大河

第１回メタリア総合文化祭実行委員会 副実行委員長

ヒロ。

さくら芸術文化会 会長

筒井 空弘

今回初開催となる「メタリア総合文化祭」。今までになかった形のイベントを運営す
るにあたって、下関市、下関市民及びclusterユーザーの皆様など多くの方にご協力
頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。

この文化祭を通じて、メタバース文化を多くの人に知ってもらい、同時にメタバース
を通じリアル（下関）を知ってもらえればと思っております。そして、文化祭に参加する
みなさんの今年の思い出のひとつになれば嬉しいです。そして、２回、３回と続く年１
回の恒例イベントになればと思っております。その為にも、「第１回メタリア総合文化
祭」を盛り上げ、楽しみましょう！

第1回メタリア総合文化祭開催に当たりまして御協力いただきました下関市の皆様
及びclusterユーザーの皆様方に対しまして厚く御礼申し上げます。また御参加いた
だいた皆様ありがとう御座います。

この第1回メタリア総合文化祭開催は下関市をメタバースユーザーに知っていただ
く、またメタバースの世界を下関市の方を含めリアル世界の方々に知っていただくそ
んな機会になればと思っておりす。私個人下関市にはお伺いした事がございません。
今回の文化祭にはそんなメタバースユーザーも多く参加されている事と思います。メ
タバースとリアルを繋げる事によってお互いの文化を知っていただき多くの方の“きっ
かけ”になれば幸いで御座います。

今回メタリア総合文化祭開催をさせて頂きありがとうございます。そして今
回ご協力いただきました下関市、clusterユーザーの皆様誠にありがとうござ
います。イベントのテーマとしてメタバースとリアルをつなぐ文化祭というも
のです。今回のイベントで「メタバースって何？」「下関市ってどんなとこ
ろ？」から「こんな楽しい場所なんだ！」と思って頂ければとてもうれしいで
す。 ぜひここからメタバースや下関市を知っていただき私たちの知らない面
白さを発見し興味を広げて頂ければ今回のイベント開催した意味があるのかな
と思います。



タイムテーブル
時刻 メタバース会場 リアル会場

８：００ 開場

９：００ 開会式

１０：００ 開場

１１：００
メタバース中継

１１：３０ 朗読発表

１２：００

１３：００ 店長の音遊び メタバース中継

１４：００

１４：３０
朗読発表

メタバース中継

１５：００

１５：３０

インストライブ１６：００

１７：００

１７：３０

１８：００ 閉場

１８：３０ ホール開場

１９：００

シンガーライブ２０：００

２１：００

２１：３０ 閉会式

２２：００ 閉場



ステージ発表

朗読発表

時 刻 出演者 演 目

１１：３０頃 karikari 耳なし芳一

１４：３０頃 MatsuRee/マツリー ショートオムニバス台本【Bar historia】

１５：００頃 Sha-la よいのふち 二〇六頁 五行目から（いとこう 作）

場所：メタバース会場 プラザ３階
時間：１１時３０分〜１２時頃、１４時３０分〜１５時３０分頃

インストライブ

場所：メタバース会場 プラザ３階 / 時間：１５時３０分〜１７時３０分頃

シンガーライブ

場所：メタバース会場 スクエアホール / 時間：１９時００分〜２１時３０分頃

出演者

歌神神音 #MJB シュン

東 警戒ちゃん Sha-la

出演者

山之辺七瀬（リコーダー） くりぱふ（トロンボーン） 警戒ちゃん（ピアノ）

ヨアカ（ヴァイオリン） sak（ロックギター）

店長の音遊び
場所：メタバース会場 プラザ３階

時間：１３時００分〜１４時００分頃
DJ：uMe



展 示
イラスト・画像・写真の展示

下関をテーマに作品を公募し、応募頂いた作品を展示します。

種類 作 者 テーマ 作品タイトル

イラスト 渦巻さとる 下関の名産品の擬人化 「ふく提灯」のおふくさん

イラスト さすらいの忍者 海峡ゆめタワー 時代の行く末〜下関を眺めて〜

イラスト karikari 下関の工芸品の擬人化 フグとふぐ笛ちゃん

画像 しょーとばれる 下関の名産品の擬人化 しょーとばれる×あんこう

写真 デクチキ 赤間神宮 陸の龍宮城

ワールドポートフォリオ
Clusterにワールドを公開しているクリエイターさんが自身のワールドのパンフレットを作成しました。

クリエイター名 ワールド名

アキラックス

VR妖精郷と魔法のホウキ

VR妖精郷スカイツリービレッジ

VR妖精郷と妖精神社の村

VR妖精郷 古代遺跡「モルフォニア」

アストロ学校マン アストロ宇宙学校Galaxy Star  Academy

紅夜ステラ リウチア連邦創作局Cluster基地

虚無僧 Side:Alpha

koyashi 海底ホール／The Submarine Hall

Daisuke D.S COFFEE ROASTER & Cafe

滝竜三 Live House [NEXT]

津田大河 Cluster民生涯学習プラザ

バクチク 路地裏倉庫

はに Night Buildhing

ヒロ。 Sound Hall LAF (ラフ)

山犬イスク SkyHall



第１回メタリア総合文化祭

【主催】
さくら芸術文化会・第１回メタリア総合文化祭実行委員会

【後援】
下関市・下関市教育委員会・（公財）下関市文化振興財団・下関市社会福祉協議会

【協力】
下関市シティプロモーション

【リアル会場】
下関市生涯学習プラザ 学習室１・２

【メタバース会場】
Cluster民生涯学習プラザ（メタバースプラットフォーム「cluster」内ワールド）

【第１回メタリア総合文化祭実行委員会】
実行委員長 津田大河
副実行委員長 ヒロ。

広報・制作 熱血プータロー / 山犬イスク / 城山寝子 / moQrin / 紅夜ステラ
配信 Komatsu

音楽部会 YoshiRock / 歌神神音
美術部会 hizuki / モカくま / 機関クローラ

【さくら芸術文化会】
会長 筒井空弘

【下関市シティプロモーション】
制作協力 下関市広報戦略課都市ブランド化推進室 下関市シティプロモーション

制作スタッフ 津田大河 / yammy。 / まりか
下関市公式ゆるキャラ「せきまる」3Dモデル制作 モカくま

メタバース会場のご案内
メタバース会場は、メタバースプラットフォーム「cluster」にて公開しているワールド

「Cluster民生涯学習プラザ」です。パソコン、スマートフォン、VRより入場が可能です。
アプリをダウンロードしてメタバース会場に参加しよう！

cluster

ダウンロードページ
iPhone / iPad Andloid



イラスト：紅夜ステラ第１回メタリア総合文化祭


