
「音楽でまちを元気に！」
ふなばし音楽フェスティバル

主催　ふなばしミュージックストリート実行委員会　ふなばし音楽フェスティバル実行委員会　船橋市・船橋市教育委員会
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山口横丁

エリア
マップ♪

❶

❷

❸

❺

❻

❼❽
❾

10 11

❹

❶天沼弁天池公園噴水広場
supported by 船橋ゆーかりクリニック、地域情報サイト まいぷれ船橋

❷船橋グランドホテル「カフェグランデ」
❸船橋駅北口おまつり広場
supported by 船橋ゆーかりクリニック

❹東武百貨店船橋店８階屋上スカイガーデン
❺船橋市民文化創造館（きららホール）
❻京成船橋駅-フェイスビル連絡デッキ
supported by J:COM YY船橋習志野

❼船橋市勤労市民センター
❽ジャズバーcoquelicot
❾船橋スクエア21ビル前
10船橋市民文化ホール
supported by ハートビートナイター 船橋ケイバ

11SHIRASE 5002（船上）

皆が輪になって
偶然が重なったから　君と出会えたのだとしたら
今日までの僕の全ては　正解だったと思えんだよ

あぁこれから先も　出会う笑顔がきっと
ほら一人　また一人　まだまだ増えてくんだろうな

※だからいつか空を繋いで
　この地球の端から端まで
　届けるつもりでここに集まって
　みんなで笑い合っていたくて
　右手繋ぐ左手　皆が輪になって息合わせて
　一人じゃないんだよ　そばについてるよ
　寂しい時はこの歌　歌っちゃえばいいじゃん!

共に過ごす時間の中で生まれた誤解やすれ違い
解いて結び直すより
きつく絡まってていいんだよ

あぁこれから先も　君との思い出がきっと
ほら一つ　また一つ　まだまだ増えてくんだろうな

※(繰り返し)

君といつか空を見上げて
誓った夢のひとかけらは
あの日と変わらず強く輝いて
僕らに『明日』を見せてくれてる
右手繋ぐ左手　皆が輪になって息合わせて
一人じゃないんだよ　そばについてるよ
寂しい時はこの歌　歌っちゃえばいいじゃん!

作詞・作曲：小松優一
編曲：松浦晃久

ふなばしミュージックストリートイメージソング
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FMSオリジナルグッズ販売しています!!

その他、ふなばし産品ブランドPRキャラクター
｢目利き番頭 船えもん｣グッズも販売していますよ。

物販は…
❶天沼弁天池公園噴水広場
10船橋市民文化ホール（ロビー）　11SHIRASE5002

FMSオリジナル
ステッカー

第6回
FMSオリジナルTシャツ

大 300円1枚
2,000円

1,000円

小 150円

大好評のステッカーは、大小2サイズ
あります。
楽器ケース、愛車、お気に入りグッズ
などなど、あなたのセンスで
貼ってください。

Designed by 鳥飼幸司

今年のカラーは
おしゃれな｢ショッ
キングピンク｣。
ステージ出演者用と
同じデザインで、背中には全出演団体名が書かれています。
応援するミュージシャンと同じTシャツを着て、
イベントを盛り上げましょう!!

BACK

ふなばしミュージックストリート宣言

さあ
、つな

がろ
う!

ふなばし
ミュージッ

ク
ストリート

1. どんな時にも、心に  を忘れない

2. 船橋のまちを、  したい

3. ｢歌うこと、奏でること、創ること、届けること｣で、
　 船橋に集う人々の  になりたい

音楽
もっと元気に

心の架け橋

さあ
、つな

がろ
う!

ふなばし
ミュージッ

ク
ストリート

イベントでは欠かせないマフラータオル！
皆で巻いてFMSを楽しもう♪

FMSオリジナルマフラータオル
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SITE  1
スタンプ
ラリー
会場

天沼弁天池公園噴水広場
自然と素敵な音楽で心も体も充電

supported by 船橋ゆーかりクリニック、地域情報サイト まいぷれ船橋

オープニングアクト
FMSのスタートを告げるオープニングアク
ト。今年は、チャレンジングSHIRASEともコ
ラボ。FMSとSHIRASEをつなぐためソラウ
タシンガー“シェアー”が駆けつけます。

10：00

10：20
MTG
ラテンフュージョンの第一人者、松岡直
也グループのレパートリーを演奏しま
す。

10：30

11：00
DRM trio
踊れるジャズ・ピアノ・トリオ。ジャズを
知らない人にもカッコいいと思われる音
楽を目指し2017年に結成。東京を拠点に
活動。

11：15

11：45
池袋歌劇団
カンヌ映画祭へのドキュメンタリー出品
を目的に生まれたガールズロックグルー
プ。熱いパフォーマンスが魅力、海外公演
も経験。

12：00

12：30

休暇届
｢Acoustic Sound for Vacation of 
Mind｣をモットーに、心癒やされる音楽
を目指しています。

12：50

13：20

BANANA NEEDLE
ハモンドオルガン インスト トリオ。今年
6月に2ndアルバムを発売。Amazon新着
ランキング2位獲得の大注目インストバ
ンド。

14：25

14：55
MAKUNOUCHI
Charさんのトリビュートバンドです。自
分達なりに名曲を表現し、船橋の街に響
かせます!

15：10

15：40

FOKKSS Jazz Box
女性ボーカルで、スタンダードJAZZと
BOSSAを演るライブバンドです! 今年も
船橋を盛り上げますのでよろしくお願い
します!

16：00

16：30

Cool Beans
古稀の学友とメンバーの娘と息子で、船
橋をハーモニーで満たしたい！ビートル
ズとオールディーズをアコースティック
サウンドで！

13：40

14：10

９HOUSEダンス

奥津雄大ダンス

若小親Revolutionダンス

船橋駅北口にある天沼弁天池公園は、市民の憩い
の場。弁天様も今日のFMSを楽しんでいらっしゃる
かも!

♩協賛ブース♩
船橋ゆーかり
クリニックによる

ほくろ相談
時間／13:00～14:00
人数／20名
場所／天沼公園
　　　 整理券配布　
           10：00～12：00

現在地で探せる
「まいぷれアプリ」

のご紹介
●船橋のお店で使える
　地域共通ポイント
　「まいぷれポイント」の
　プレゼント（　　　　　）

♩会場説明♩
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第6回ふなばしミュージックストリート
開催おめでとうございます!

  

 

 

 

 

 

https://sugaharaen.shop-pro.jp/ 

Facebook｢お茶のすがはら園｣で検索 

  

 

 

 

 

 

https://sugaharaen.shop-pro.jp/ 

Facebook｢お茶のすがはら園｣で検索 

天沼弁天池公園の企画！！

FMSオリジナルグッズ・船えもんグッズに加え、今年は出演者のCDやグッズを販売します！！
天沼弁天池公園の他、船橋市民文化ホールとSHIRASE5002で行っております。
気になるミュージシャンのグッズを探しに来てくださいね♪

FMSは、船橋産品ブランドを応援しています。

物販コーナー

飲食コーナーも充実！！
１０：００～１６：００

ボランティアが心を込めて作ってます！
お腹も満たして盛り上がりましょう♪

焼きそば……………300円
フライドポテト……200円
フランクフルト……200円
焼き鳥………………100円
ドリンク各種

令和元年10月19日㈯～20日㈰
9：00～16：30

※20日は16：00まで（荒天中止）
天沼弁天池公園グラウンド

苗木・草花等の販売、緑の相談コーナー等のほか、
チューリップの球根や園芸用黒土の無料配布など草花
に親しめる企画がたくさん！ 気になる方はぜひ気軽に
遊びに来てください。
（無料配布物はなくなり次第終了となります。）

第88回
緑と花のジャンボ市

第６回ふなばしミュージックストリート
開催おめでとうございます

10/1~10/31
コスモスまつり開催中！

10/1~10/31
コスモスまつり開催中！
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Oギリン
去年、オカリナに突然ほれ込みました。い
ろいろなジャンルをアレンジしてピアノ
伴奏を仕込み、録音してのオカリナ演奏
です。

11：00

11：30

山谷　結
千葉県出身、ありのままの気持ちを歌う
シンガーソングライター。

11：40

12：10

yuzukana
ギターの島んちゅが紡ぎ出す優しい旋律
に、泡を結うような柔らかい歌声が重な
り合う音楽は、多くの人の心を虜にする。

12：20

12：50

佐久間元樹
アコギ一本で特殊奏法を使って演奏する
フィンガースタイルが得意。繊細なタッ
チとアコギならではの音の広がりを。

13：00

13：30

happy☆hat
ヴォーカルとギターの、アコースティッ
クDuoです。耳に心地良い、心に届く音楽
を目指しています。

13：40

14：10

Every Single Note
｢一つ一つのかけがえのない音｣という意
味のEvery Single Note。新しくもどこか
懐かしい響きを2台のギターで紡ぎます。

14：20

14：50

LiCaCo
船橋出身のシンガーソングライターで
す。ウクレレの明るいサウンドにのせた
エールソングで、大好きな船橋を元気づ
けます!

15：00

15：30

坂入俊介
バラードから絵本のような物語風の歌、
社会派のメッセージソングまで、さまざ
まな曲を独自の目線で歌う。

15：40

16：10

もずく
気を張らずに、ゆったりと歌声を聞いて
いただけるような、そんなひと時をお届
けできればと思っています。

16：20

16：50

SITE  2

船橋グランドホテル「カフェグランデ」

スタンプ
ラリー
会場

飲み物
オーダー

ホテルのカフェで生演奏を聴きながらコーヒーを飲む、ちょっとお洒落な休日を 目利き番頭船えもん
江戸時代に千葉街道と成田街道が合流する宿場町として

栄えた船橋。そんな船橋の「船橋宿」から、平成24年6月6日
に現代にやってきた目利き番頭の船えもん。いなせなロイ
ド眼鏡を輝かせ、目利きとしての才覚は抜群です。
散切り頭で決めた髪型は「舟」の字をイメージするなど、

生まれ育った船橋には強い愛着があります。温和で少し照
れ屋な性格ですが、目利きとしての仕事には厳しく、探究
心と好奇心が旺盛。そんな船えもんの仕事は、船橋の
「ええもん」を探し出し、産品ブランド品をPRすること。

今日も船橋の隠れた銘品、逸品に目を光らせています。

●名前
　目利き番頭船えもん
●肩書き
　ふなばし産品ブランド
　PRキャラクター
●活躍場所　船橋市内
●URL
　http://www.funaemon.com/

 

高良消化器内科クリニック 
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Ohana Hands
ウクレレ大好き、仲間大好き、飲み会も
大好き。普段はデイサービス等でボラン
ティア演奏をしています。

10：15

10：45

Kei S
ギター大好きな小学生!

10：55

11：25

９HOUSE
はじめまして! アニメ・コスプレ・サブ
カルチャーで町興しに奮闘する5人の
女の子・コスプレダンスアイドルグルー
プです!

11：30

11：40

Hotch★Potch
県内で活動中のアカペラグループです! 
年齢や住まいはバラバラですが楽しく
歌いたい気持ちはみんな一緒!

11：50

12：20

アンバルワリアーズ
世界中のさまざまな民族楽器による、見
て聞いて踊れる楽しい演奏。ノンジャン
ルでボーダーレスな世界を目指してい
ます。

12：30

13：00

THE　GOSCH
主に70年代の洋楽カヴァー・アレンジ
やオリジナル楽曲を、独特なアレンジと
サウンドでお楽しみいただけると思い
ます。

13：10

13：40

Daddies All Stars
市内某小中学校の父親委員会の仲間で結
成したサザンのコピーバンドです。昨年
に続き2回目の参加です。

13：50

14：20

14：45

16：30

弾き語りコンテスト

若小親Revolution
船橋市で一番小さいよさこいソーランの
チームです。｢楽しく踊る｣をモットーに
元気イッパイ踊ります。

14：25

14：35

SITE  3
スタンプ
ラリー
会場

船橋駅北口おまつり広場
人が行き交う広場を今日は音楽で埋め尽くします

supported by船橋ゆーかりクリニック

船橋駅北口おまつり広場
14:45 ～ 16:30

FMSの名物企画。今年で３回目となりました。
事前審査を通過した９名のミュージシャンに

よる、オリジナル楽曲の弾き語りコンテスト。
今年はどんな名曲が誕生するか、乞うご期待！
結果発表はグランドフィナーレ（10船橋市民文

化ホール）で行います。

松浦晃久
徳永英明､秦 基博､平井 堅､JUJUなど日本のミュージック
シーンを彩る数々のシンガーのサウンドプロデュースを手
掛ける。また、音楽を愛するすべての人たちのコミュニティ
スペース「松浦堂」を立ち上げ店主を務める他、新潟・北海道
などで地域イベントにも積極的に参加している。
第6回ふなばしミュージックストリートアドバイザー。

【審査員】

小松優一
2005年島村楽器主催バンドコンテスト【HOT LINE】にて、全
国2,500組の中からグランプリ受賞。のちにメジャーデビュー。
新人にしては異例の２本の映画主題歌を手掛け話題になる。現
在はソロシンガーソングライターとして活動する一方、ラジオ
パーソナリティー、ボイストレーナー、弾き語りセミナー講師、
ミュージカル劇団音楽監督、アーティストへの楽曲提供、CMソ
ング、若手育成などの活動も行っている。

ふなばしミュージックストリート
弾き語りコンテスト

DANCE!

DANCE!

MINORU PHON トモクロウ moe まえださおり 矢田晃一

仲嶋信一 Dicekey Akhanev ツカモトタクミ 岩井のりよし
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NARADAI SUPER 親父 BAND
全員船橋市民。結成して22年になるバン
ドですが、船橋市に住んでいる幸せを感
じながら演奏活動しています。

10：45

11：15

SOYABOX
｢SOYABOX meets the BEATLES｣
BEATLESナンバーをフレーズとリズム
とコーラスで聴かせます。

11：25

11：55

奥津雄大
ダンスを通してたくさんの人を笑顔にし
たい。それを胸に踊っています。一人でも
多くの人を楽しませられるようにがんば
ります。

12：00

12：10

CK Jazz Funk
ChakaKhan&Incognitoをトリビュート
するグルーブの楽しいグループです。

12：20

12：50

Blue＊NatioN
キャッチーなメロディーにハードなサ
ウンド! かっこよさとかわいさを兼ね
備えた3ピース胸キュンガールズロッ
クバンド。

13：00

13：30

OMConnection
元気一杯、ラテンも交えたジャズを船橋
の皆さまにお届けします!

13：40

14：10

BS5
大好きなビートルズの音楽で、船橋を盛
り上げるためにがんばりたい。

14：20

14：50

西東京事変
平均年齢高めのシニア林檎・事変バンド
です。ジャズ寄りの曲もがんばってやっ
てます!!

15：00

15：30

Re:UPS
趣味に毛の生えたような…リアップス、
音楽のまち船橋をもりもり盛り上げま
す。昨年に続き今年も｢皆が輪になって｣
演りますよ!

15：40

16：10

SITE  4

東武百貨店船橋店8階屋上スカイガーデン

スタンプ
ラリー
会場

船橋を見渡しながら聴いて、歌って、楽しんで! ～ボランティアさんに聞いてみました～
20代女性
初めて、ミュージックストリート

のボランティアをしました！最初
は緊張していたのですが、とっても
アットホームな雰囲気で、すぐに
打ち解けることができました。
ミュージシャンの方が音楽を奏で
ると、音楽を聴いて街の人も笑顔に
なって、音楽の力はすごいなと改め
て感じた日になりました！

DANCE!

船橋駅の北口に直結する東武百貨店船橋
店は、1977年（昭和52年）に開業しました。
現在では市内唯一の百貨店として、年間
約10回の物産展や、実行委員によるさまざ
まなイベントで船橋を訪れる皆さんをもて
なしています。

♩会場説明♩
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成　美

～ボランティアさんに聞いてみました～
60代男性
FMSのボランティアは今年で4回目です。きっかけは音楽が好きで自分

も楽器を演奏したり歌ったりしていますが、出演するだけのレベルではな
いのでせめてボランティアとしてお手伝いできたらという思いからです。
僕の仕事はステージの出演者の方々の案内やお客さまの誘導などです。
楽しいのはステージ側で直接ミュージシャンの歌や演奏が聴けること。
うれしかったのは都内から出演されたミュージシャンから、「スタッフさ

んの対応がすごく良くてまた来年も出たいです」と言われたこと。今年も出演
者さん、お客さまに喜んでもらえるようがんばります！！

やちよ翔洋学園
通信制サポート校

会場

八千代市八千代台北 1-11-9 香西ビル
八千代台駅徒歩 2分

きみの勇気が大きな一歩に変わる。
入学金10万円 全額免除！！

学校説明会
10.26 (土）

(日）
やちよ翔洋学園

☎ 047-411-7171☎ 047-411-7171

10時
　受付開始12.0１

申し込みはこちら！
Web

学園Webサイトはこちら！

地域に根ざした面倒見一番の学園を目指して

成美学園グループ
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SITE  5

船橋市民文化創造館（きららホール）

スタンプ
ラリー
会場

心躍る、心動く、驚く音楽の玉手箱

Flute Ensemble 雅 with 翁
船橋、市川を中心に活動するフルートア
ンサンブルに、さすらいのパーカッショ
ニスト翁を加えさまざまなジャンルの音
楽を♪

11：00

11：30

織戸義隆（テルミン）
楽器に触れることなく演奏するふしぎな
楽器テルミン。そのゆらめく温かみのあ
る音色でバラエティに富んだ曲たちを奏
でます。

11：40

12：10

ザ★コンペイトウ
ポップスや昭和の懐メロをオリジナルの
ハモりアレンジでお届けします。７人の
ハーモニーがあなたの心に響きますよう
に。

12：20

12：50

プラ管カルテット
本業(アマチュア)の傍ら副業で始めたリ
コーダー四重奏です。癒しと笑いのリ
コーダーアンサンブルをお楽しみくださ
い。

13：00

13：30

あみ＆にいな
ミュージカルが大好きな中学1年生＆
2年生の仲良しユニットです。大人に負け
ないくらいの歌声を、皆さんにお届け
します!

13：40

14：10

Clarinet ensemble en famille
2014年結成、第40回千葉県アンサンブ
ルコンテスト一般の部金賞を受賞。幅広
い年齢のメンバーで楽しく演奏していま
す!

14：20

14：50

おりー
童謡やPOPS等、聞いたことのあるような
曲を、アレンジしてピアノでお届けしま
す。オリジナル曲も演奏します。

15：00

15：30

大嶋亜季
横浜市出身シンガーソングライター。船
橋大好き。今年8月1stワンマンライブ開
催。

15：40

16：10

あんバター
歌が大好きな気の合うメンバーで結成。
魅惑のスイーツあんバターのような｢あ
んとバターの絶妙なハーモニー｣を目指
します!

16：20

16：50

スタンプラリー
●台紙設置場所
❺船橋市民文化創造館（きららホール）
❼船橋市勤労市民センター
11SHIRASE5002

※台紙が無くなり次第終了
　（台紙の枚数は限りがございます）

●スタンプ押印
各会場、体験型
企画実施場所
●景品交換 15:00～
10船橋市民文化ホール

各ステージの演奏や体験型企画を楽しん
だら、青いTシャツを着たスタッフにスタン
プを押してもらってね。集めた数によって
FMSオリジナルグッズをプレゼント！
（景品の数には限りがございます）

スタンプ
ラリー
会場

の付いている会場

♪LovePiano♪

「ピアノをもっと身近に感じてほしい。」
そんな思いからYAMAHAが展開して

いるプロジェクト「LovePiano」。
誰もが目を引くペイントが施さ

れたこのピアノをFMSの開催に合
わせて設置いただきました。
ぜひ見に来て、弾いていってね！

※天候等により設置を見合わせる場合があります。

船橋駅南口ペデストリアンデッキ
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マイタイムテーブル 気になるミュージシャンや会場名、
時間を書いてマイタイムテーブルを作ろう！

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

9：00 14：00

16：00

17：00

18：00

19：00

17：30～18：30
グランドフィナーレ

第6回ふなばしミュージックストリート 
        開催おめでとうございます 

○アクセス 
千葉県船橋市古作１－１－１ 
・JR船橋法典駅から専用地下道（駅連絡通路） 
  徒歩約１０分 
・JR西船橋駅からバス約１５分 
・京成線・東中山駅からバス約１０分 
 
○営業時間 
競馬開催日（毎週土日） ９時００分～１７時００分 
 

ガ

ス

本

支

管

工

土

木

工

事 

ガ
ス
設
備
工
事

 

建

築

設

備

工

事 

～確かな技術で、豊かな街づくりに貢献します～ 

http://www.fuji-k.jp 

船橋市金杉町893-1 TEL047-438-2511 
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土日＊祭日
全員が船橋在住の4人組ユニット。ギター
2本と、曲によって異なる2～4声ハーモ
ニーで心地良いサウンドを奏でます。

10：30

11：00

DiceKEY Akhanev
20年来の音楽仲間である2人によるピア
ノ・カホンデュオ。素朴ながらもダイナミ
クスある音を奏でます。

11：50

12：20

Mammie Triangle
70～80年代の昭和歌謡を哀愁漂うギ
ターと、透明感溢れるヴォーカルで表
現するDUO。青春時代に一緒に戻りま
せんか。

12：30

13：00

Rimstonepool
ふなばしの街の皆さまと一緒に楽しく盛
り上がりたいと思います!!

13：10

13：40

emma
フレンチポップス、シャンソンのカバー
バンドです。ギター、ドラム、ボーカルの
息ぴったりのパフォーマンスをお楽しみ
ください!

13：50

14：20

空飛ぶ虹色列車
子どもから大人まで、とてもわかりやす
い音楽です。ちょっとのぞいてください。
で、楽しんで下さい。

14：30

15：00

チーローズ
60年代～80年代の洋楽ヒットポップス
を演奏します。つい口ずさんでしまう
名曲で、若かりし頃にタイムスリップ!

15：10

15：40

鎌形けんすけ
佐倉市出身22才シンガーソングライ
ター鎌形けんすけです! とにかく歌うこ
とが好きです! 楽しく歌うので、一緒に
楽しんでください!

15：50

16：20

SITE  6
京成船橋駅フェイスビル連絡デッキ

スタンプ
ラリー
会場

駅と駅をつなぐデッキが、あなたと音楽をつなぐステージに

supported by J:COM YY船橋習志野

11：10

11：40

～ふなばしミュージックストリートの歴史!!～
まちかど音楽ステージとは？
ふなばし音楽フェスティバル実行委員会が

実施する、路上ライブステージです！ 船橋市

公認で「まちかど」をステージにして、音楽を

お届けしています♪

毎週金曜日(祝日を除く4月19日～12月20

日)の18:00～20：30京成船橋駅と船橋フェイ

スビルの連絡デッキで開催されるステージで

は、事前に登録されたミュージシャンの皆さ

んが演奏されていて、昭和歌謡や流行りの

ポップス、ロックなど色々なジャンルの音楽

をお楽しみいただけます。

バックストリートミュージック告知ステージ
FMSならではの企画、バックストリートミュージックに出演
するミュージシャンをご紹介します！
企画の詳細はP15をご覧ください。

株式会社ジェイコム千葉  YY船橋習志野局

♩協賛ブース♩
当日の模様は、J:COMチャンネル
（船橋・習志野・八千代エリア）にて

放送を予定しております。
また、当日ジェイコムブースや

ジェイコムショップ船橋店にお立ち寄り
いただいた方には素敵なプレゼントを

ご用意しております。
是非お立ち寄りください。

（数量に限りがございますのでご了承ください。）
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～ふなばしミュージックストリートの歴史!!～

船橋にはクラシック音楽を中心に長年続く『千人の音楽祭』があり、そ
の実行委員有志達から、もっと気軽に音楽を楽しめるイベントがあって
もいいという声が出ました。時を同じく、一人のシンガーソングライター
が、「未来へつながる人達を育てたい」という熱い想いを抱いていました。
商店街では「まちの活性化」を本気で考え始めた方々がいて、行政は「まちの魅力」を引き出すための

一手を模索していました。
それぞれが「自分達だけでは新しいものはできない」と思い至ったときに奇跡の出会いがあり、み

んなで一緒に新しい音楽イベントを作ることになりました。『すみだストリー
トジャズフェスティバル』実行委員会にもご協力いただいて、知恵を絞り激論
を交わしました。市内外のボランティア200人以上の力も加わって「音楽でまち
を元気に！」をテーマに『ふなばしミュージックストリート』が誕生しました。
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SITE  7

船橋市勤労市民センター

スタンプ
ラリー
会場

ホールで、ゆったり音楽に浸りませんか？

ふなばし音楽フェスティバル
平成６年に船橋アリーナ落成記念事業として始

まった「千人の音楽祭」に、アマチュアビッグバンドの
祭典「BAND STAND FUNABASHI」、公民館等を
会場に実施するミニコンサート「地域ふれあいコン
サート」を加え、平成６年から「ふなばし音楽フェス
ティバル」を実施しています。
平成26年度からは、まち行く人にも音楽を楽しん

でもらえるよう、屋外にもフィールドを広げ「ふな
ばしミュージックストリート」や「まちかど音楽ステー
ジ」を開始。「音楽でまちを元気に！」をテーマに、
市民の皆さんの手づくりによる「音楽のまち・ふな
ばし」ならではのイベントととして、多くの方々に
親しまれています。

歌 声 体 験♪
13：50～15：00

近年ブームが再燃している歌声喫茶。
FMSではホールを貸し切ってやっちゃいます！！
昔懐かしい名曲を皆さんで

一緒に歌いませんか？
もちろんお若い方もお待ち

してまーす！
協力　うたごえライブハウス ゴリ

東葉高校ダンスドリル部

パフォーマンス
11：00～11:30

東葉高校ダンスドリル部『Bailar(バイラル)』は昨年度、
長年の目標であった全国優勝を果たしました。
ダンスを通してたくさんの人た

ちに笑顔を届けるために、地域の
お祭りへの出演や福祉施設を訪問
しての演技披露などにも積極的に
取り組んでいます。

スタンプ
ラリー
会場
対応

東葉高校ダンスドリル部
パフォーマンス

11：00

11：30

歌声体験
※開場は13:30です

13：50

15：00

FIZZY POP(ナチュラル炭酸)
2017年5月5日結成。内海大輔、橋本汰
斗、山下銀次、白水萌生からなる次世代の
4人組メンズダンスボーカルグループ。

15：55

16：25

Sunnyside Gospel Club 船橋&幕張
｢楽しいために使ったお金が別の場所で
大きな力になる｣を合言葉に、国際支援
を続けながらゴスペルを楽しく歌って
います。

12：25

12：55

ゴスペル・マムズ
結成18年目。マムズ愛とマムズ魂は健
在。率いる大塚桂から｢自分の殻をぶっ壊
せ!｣のミッションを与えられて楽しく奮
闘中。

15：10

15：40

佐倉太鼓衆
創立39年。和太鼓音楽というジャンルで
精力的に演奏活動をしています。2006年
に千葉県街角アーティストに認定されま
した。

11：40

12：10

船橋イチの繁華街｢山口横丁｣にある勤労
市民センター。
普段から、会議や講習会などでにぎわっ

ています。
周囲には歴史を感じるスポットがいくつか

ありますよ。
地下ホールはさまざまなコンサートや

講演会に利用されており、訪れたことのある
方も多いでしょう。

♩会場説明♩

第６回ふなばしミュージックストリート

開催おめでとうございます

株式会社　門田商店

〒273-0046 千葉県船橋市上山町2-282
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船橋駅周辺の飲食店にミュージシャン
が訪問して、生演奏を楽しんでいただきま
す。いつ、どのお店にどんなミュージシャン
が現れるか？
演奏中はのぼりが立っていますので目印

にしてください。
※入店の際は飲食の利用をお願いいたします。

【出演者】
本郷宮原　小原繁久　土日＊祭日
こうはたたかし　Oギリン
Sayaka & Akiko　あんばらんす
GDN & BRN　AKARIN　飯岡泰山
山田翔　平山いっせい

流しのミュージシャン現る！
バックストリートミュージック（BSM）

12：00ごろ～17：00ごろ

⑨LASISA DINING⑧東大門⑦鮒忠⑥hygge⑤FES by asobi④美松

③酔っ手羽②大金星①BISTRO LAMPE

至船橋駅南口

船橋市民文化ホール
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SITE  8

ジャズバーCoquelicot

スタンプ
ラリー
会場

飲み物
オーダー

ジャズの香り漂うバーでライブをお届け

 

moe
年齢を問わず楽しんでいただけるポップ
な歌を、自己肯定感をテーマにして作詞・
作曲。ギターの弾き語りで歌います。

12：00

12：30

サイトーヨーダ
ギターの弾き語りを「HITORINORI」と名
付けて、千葉・都内を中心に活動中。伸び
のある声と耳に残るキャッチーな楽曲が
特徴。

12：40

13：10

Glass beads
結成3年で、毎月の赤坂ふらっとん“カン
ティーナ”でのLiveを中心に、月に2～4回
のLiveをしています。

13：20

13：50

SongPuC
ポピュラーなジャズのスタンダードナン
バーを中心にして、ガットギターによる
弾き語りをしています。

14：00

14：30

伊瀬雄亮
地元船橋を拠点に活動するソロギタリス
ト。ギター1本で弾くソロギターの魅力を
存分にお楽しみいただけます!

14：40

15：10

watercolors
都内近郊のライブハウスなどで活動、
ジャズのスタンダードナンバーを演奏
する癒し系のデュオ。

15：20

15：50

あみ
ジャズ&popsボーカル山崎明美と、ギ
ター栗山亮介のDUO。優しさや生きる
チカラや勇気、笑顔を届けたい。

16：00

16：30

夜の名店が並ぶ山口横丁の中でも知る人ぞ知るジャ
ズバーが｢コクリコット｣。ミュージシャンの素敵な
音楽と、おいしいお酒や料理を楽しむことができます。
昼間もコクリコットの花のように…。

♩会場説明♩

〒273-8551  
千葉県船橋市宮本４-１８-６ 

商事部門 食品・米穀・小麦粉・油脂・雑穀

澱粉・砂糖・飼料・畜産物・酒類

化成品・燃料などの販売

ホテル部門 ビジネスホテル・レストラン

ボウリング場の経営

不動産部門 ビル・倉庫等の賃貸

<事業内容>

https://www.yuasa-funashoku.com/
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リトルバンドビート
障がい児・者の方をサポートする、浦安の
NPO法人千楽のスタッフで結成した
バンド。楽しんで演奏します！

10：30

11：00

おっと♩もっと
パパ1名、ママ3名のアコースティックユ
ニット。聴いている方と一緒に楽しめる
唄と演奏を大切にしています。

11：50

12：20

Electric Monk Trio
セロニアス・モンクの曲を独自のアレン
ジで演奏しています。

12：30

13：00

バリカン・ブラザーズ・バンド
上々颱風のリーダー紅龍プロデュースの
もと、結成14年目を迎える、全員船橋在
住のハッピーでクールなグループです。

13：10

13：40

Dog House Factory
消防官、会社員、ピアノ講師の異色のトリ
オ。｢fox capture plan｣や「H ZETTRIO」
の曲をアレンジして演奏します。

13：50

14：20

マディー・シークス
還暦の3人のブルースバンド。年齢にあり
がちな懐メロバンドには逆行して、常に
渋い楽曲を探しています。

14：30

15：00

Unit 1
還暦を超えても変わらぬ音楽への想い
で、歌謡曲からポップス、シャドーズ、ベ
ンチャーズなどを、気軽に楽しめるよう
活動。

15：10

15：40

オールドファッションバディーズ
熱いバップ中心のjazzを演奏します。

15：50

16：20

SITE  9

船橋スクエア21ビル前

スタンプ
ラリー
会場

通りがかる皆さんも思わず口ずさむ街角、スクエア21

11：10

11：40

バックストリートミュージック告知ステージ
FMSならではの企画、バックストリートミュージックに出演
するミュージシャンをご紹介します！
企画の詳細はP15をご覧ください。

船橋市民ギャラリー

船橋市茶華道センター

指定管理者

お買物はお近くの商店会へ

（安心、安全な、街づくり）

船橋市商店会連合会
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船橋吹奏楽団
1955年創立。高校生から70代までが活
動中。来年2月23日に船橋市民文化ホー
ルで第93回定期演奏会を行います。

12：00

12：30

Grace Choir
｢ゴスペル音楽を通じて、歌う喜びを分か
ち合おう｣の合言葉のもと2003年に誕
生。ゴスペルの力であなたの心に寄り添
います。

12：50

13：20

K'sB
東京で活動しているクレイジーケンバン
ドのコピーバンドです。大人の音楽で一
緒に盛り上がりましょう!

13：40

14：10

Prime Peak Gospel Choir
新宿区西落合の教会を拠点に活動してい
ます。ブラックゴスペル中心の選曲なの
で、とてもノリが良く聴きやすいと思い
ます。

14：30

15：00

SIT E  10
スタンプ
ラリー
会場

船橋市民文化ホール
お馴染みのホール、お座りになってゆっくりとお楽しみください！

supported by ハートビートナイター 船橋ケイバ

ヒナヒナウクレレバンド
ヒナヒナのチームカラーは｢元気」! ウ
キウキと心躍る曲がモットー。ウクレレ
中心にハワイアン他いろいろなジャン
ルの曲に挑戦。

15：20

15：50

フォレストシティビッグバンド
スタンダードナンバー中心のビッグバン
ド。新船橋：森のシティを拠点に「音楽を
通じて街を元気に」をモットーに活動し
ています。

16：10

16：40

16：50

17：20

音楽のまち・ふなばし　千人の音楽祭
第５回 船橋ドドンパ・歌姫 太郎コンテスト

17：30

18：30

グランドフィナーレ

グランドフィナーレ
17：30～18：30

今年のフィナーレはよさこい、タップ
ダンス、弾き語りコンテスト優勝者発表と
演奏、最後は皆で輪になってあの曲を…！
迫力ある演出と、一体感を是非お楽し
みください！

音楽が盛んな船橋を代表する冬の風物詩｢千人の音楽祭｣。そのテーマ曲で
ある｢船橋ドドンパ｣の歌手を、FMSの会場で決定します。
第一次予選を通過した皆さんが、自慢の歌声を披露。
コンテストの優勝者には、2020年2月2日(日)に船橋アリーナで開催される

｢千人の音楽祭｣グランドフィナーレで、｢船橋ドドンパ｣を歌っていただきます。

音楽のまち・ふなばし　千人の音楽祭
オーケストラや吹奏楽に加えて邦楽や合唱などさまざまなジャンル、さらには市内

小中高校からシニアまで幅広い世代が参加する事業になっています。出演者・観客それ
ぞれ約2,000人を超える参加により、船橋を代表する音楽イベントに成長しました。

第5回船橋ドドンパ・歌姫太郎コンテスト
16：50～17：20

物販、スタンプラリー景品交換会場

ＲＥＤＡ舞神楽（船橋市）
ＹＯＳＡＫＯＩで 日本中に笑顔を届けたい。

「フジヤマ☆ビッグバーン！ これぞ祭りの馬鹿ヂカラ～」

ティーリズム

ツカサが主催している
タップ、なりきりダンスの団体。
千葉県、鎌ケ谷市、船橋市を中心に活動。
地域のイベントや福祉施設などに積極的に出演。
タップダンス、なりきりダンス、座タップ、
ママダンスとクラスの種類も豊富で、
キッズからシニアまで楽しく活動しています。

t.rhythmホームページ
http://t-rhythm.jp

♩協賛ブース♩
気分はジョッキー
ハートビートＶＲ
千葉県調教師会の協力により、日本初の
実写映像ジョッキー体験ができるＶＲとして
人気のハートビートＶＲ。
国内唯一の現役競走馬、現役騎手による
迫力の競馬映像をFMS会場でもぜひ体験して
ください！
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 Since 1955 

船橋吹奏楽団 第９３回定期演奏会 

 ２０２０年２月２３日（日）１５時３０分開演 ／ 船橋市民文化ホール 

入場料 500円（前売り 400円）小学生以下無料 

＜指揮＞ 大塚 哲也  ＜司会＞ 横井 克裕 

 
「序曲 春の猟犬」

「スペイン狂詩曲」

ディズニー音楽特集 
 

 問合せ／薄井  080-1297-9368 info@funasui.net 

楽 器 体 験

聴くだけじゃ物足りない！
私も何か演奏してみたい！！
そんなあなたのために楽器

演奏体験コーナーを用意しました。
日本に数台しか無いと言われる、

コントラバスサックスも登場！

演奏できる楽器(予定)
トランペット、フルート、クラリネット、サックス、
コントラバスサックス

船橋市民文化ホール
12:00～17:00

スタンプ
ラリー
会場
対応

協力　伊藤楽器、ミュージックポルテ
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ザ・ミラーズ
年齢高め?ですがプレイはアグレッシブ
です。Marcus Millerの楽曲を中心にジャ
ズファンクを楽しんでいるバンドです。

10：30

11：00

matzo＆コマッツォ
アコーディオン弾き語りmatzoと、5歳の
ドラマー・コマッツォによる親子デュオ。
大人顔負けのドラムプレイご期待くだ
さい。

11：20

11：50

JOYFUL PAIR
ツインボーカルのギター弾き語り。オリ
ジナル曲や往年の名曲カバーを、男女の
息の合ったハーモニーでお届けします。

12：10

12：40

Groove Oblige
聴いてる方の腰が自然と動き出すような
grooveを出す事を目指しています。

13：00

13：30

さいからサンセット
咲いたカラーは夕日色。「さいからサン
セット」です! ふなばし三番瀬の夕日に似
合うようなポップスやります。

13：40

14：10

Quartz
結成12年。ただのおっさんバンドです。
個々はセッションミュージシャン。

14：20

14：50

SIT E  11

SHIRASE5002

スタンプ
ラリー
会場

船上でさわやかな秋風と音楽のハーモニーを

大声コンテスト

大声コンテスト

大声コンテスト

SHIRASE ステージ転換時
　チャレンジングSHIRASEとのコラボ企画。
令和の新時代に挑戦したい事を
SHIRASEの甲板で叫ぼう！
　参加賞もあるよ！！

みんなで叫ぼう！！

■乗船料
　一　　般　500円（中学生以上）
　小 学 生　200円
　未就学児　無　料

■アクセス
船橋駅、新習志野駅からシャトルバスを運行します。
駐車場はございませんので公共交通機関でご来場ください。

しらせとは？（南極観測船しらせ〜!"#$%!&へ）

しらせは'()*年〜+,,)年の間に日本と南極の間を+-往復した、日本で三代

目の南極観測船です。

退役後はスクラップになることが決定していましたが、気象情報会社のウェザー

ニューズが防衛省より引き受け、+,',年より船橋港に係留しております。しら

せの活動をよりグローバルに知ってもらうため、船名を!"#$%!&に改称し、第

二の船出を行っています。現在はウェザーニューズの創業者が設立した一般財団

法人./#気象文化創造センターによる管理のもと、年-回のイベントや隣接する

ビール工場見学とのコラボレーションツアーを実施し、地域の皆様より好評を得

ております。

ＳＨＩＲＡＳＥへの想い
スクラップにしたくない
元々スクラップが決定していたが、南極観測の文化を継承させたい。南極観測で多大なる成果を上げてきた船を環境のシンボルと
して利用したい。
オール千葉の仲間づくり
天候変化が著しい千葉に住む人たちが何時でもソラの様子が分かる様、気象リテラシーの高い人を育てていきたい。その上での仲
間を増やすための!"#$%!&にしたい。
!"#$%!&を皆さんが共進共創をする場所としてのプラットフォームにしたい。

チャレンジ精神を伝えたい

未来を担う子供たちを中心に、実際に様々な体験をしてもらったり、冒険者の話しを聞いたりする機会を提供したい。白瀬中尉に
代表される日本人が持っている冒険心を呼び覚ましたい。

ＳＨＩＲＡＳＥの今を発信中！
!/!などを通じて!"#$%!&の今を発信しています。ぜひご覧ください！

!"#$%!&のお知らせ ＠01234256247804572-,,+
一般財団法人
./#気象文化創造センター

＠7804572-,,+
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新習志野駅発着のシャトルバスをご利用の際は、
岸壁利用料として200円頂戴いたします。

船橋駅シャトルバス乗り場 新習志野駅シャトルバス乗り場

スタンプ
ラリー
会場
対応
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□東京本社　□神奈川支店　□埼玉支店　□津田沼営業所　□市川営業所

千葉本社
〒273-0014 千葉県船橋市高瀬町３１－３
TEL : 047-434-1751   FAX : 047-434-1789

フリーダイヤル　　0120-34-1751

突然の水回りのトラブルは
皆様の身近なところで活躍する
プロ集団にお任せください︕︕

365日 24時間 緊急対応！

船橋市清美公社公　　益
社団法人 

0120-36-3796

トイレ、台所、風呂の
つまり、あふれ等

無料相談あり困ったときは・・・
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TEL 080-8864-3157
イベント当日のお問い合わせ先

10月20日、8：00～19：30しかつながりません。

ふなばしミュージックストリート実行委員会
TEL 047-436-2894 （平日のみ9：00～17：00）
bunka@city.funabashi.lg.jp
 （船橋市教育委員会文化課内）

ふなばしミュージックストリートの運営は、

ボランティアの皆さんに支えられています
このイベントは、音楽団体や市民団体、商業・観光関係者、そして行政も一緒に実行委員会を組織し、企画運営しています。
そして、本日のたくさんの会場を動かしているのは、市民を中心としたボランティアの皆さんです。

設営、ステージ進行、誘導、販
売、宣伝…など、多くのボラン
ティアスタッフが力を合わせ、船
橋を訪れた皆さんをお迎えし、
まちを元気にしようとがんばっ
ています。
今年もボランティアスタッフは、

ブルーのTシャツを着ています。

会場で｢自分もボランティアに参加したい｣と思われた方は、ぜひ「ボランティア受付」
（③船橋駅北口おまつり広場）にお越しください。
あなたにもお手伝いしていただきたいことが、きっとあります。
※Tシャツは、原則として事前登録の方限定で差し上げていますので、ご了承ください。

各会場でボランティアが記録を撮っ
ています。この写真は、Facebook、
ホームページで公開しますので、
お楽しみに。

会場の写真を、ボランティアが
撮影しています!!

鈴木喜重様　船橋市部課長会　船橋市教育委員会行余会
すみだストリートジャズフェスティバル　
高槻ジャズストリート　公益財団法人千葉市文化振興財団　公益財団法人市川市文化振興財団

JR 船橋駅　東武アーバンパークライン船橋駅　京成船橋駅
新京成電鉄株式会社　東葉高速鉄道株式会社　船橋新京成バス株式会社

船橋グランドホテル　東武百貨店船橋店　フェイスビル管理組合
（一財）WNI気象文化創造センター　ジャズバーCoquelicot 　スクエア21 ビル管理組合

船橋商工会議所　船橋市商店会連合会　アイラブふなばし実行委員会　船橋駅前商店会　船橋市本町通り商店街振興組合
御殿通り商店会　船橋市仲通り商店会　船橋駅前東通り商店会　船橋北口商和会　（一社）京葉食品コンビナート協議会
（一社）船橋市観光協会　（公社）船橋青年会議所

船橋市自治会連合協議会　本町1丁目町会　旧本町2丁目町会　本町3丁目第一町会　本町4丁目町会本町5丁目町会
本町駅前町会　本町東部町会　本町北口町会　海老川マンション社員寮自治会　いづみハイツ船橋自治会
船橋シティハイツ自治会　サンヴェール船橋本町自治会　ダイアパレスステーションプラザ船橋本町自治会
本町3丁目第二町会　プラウドタワー船橋管理組合　天沼自治会

個人協賛とご協力ありがとうございます
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本社 船橋市高根町 2649-1  

せいしんの安心葬儀 

   ‐ ‐




