「第９回渋谷音楽祭」 実施報告書
●開催テーマ
心を伝える ～3 little words Campaign 2014～「こんにちは」「ありがとう」「ごめんなさい」
相手への気持ちや心の姿勢を伝える大切な３つの言葉。
この言葉を心から伝えることから繋がっていく人と人との輪、そして創造される未来。
コミュニケーションを育み、世代や国境も越えて、みんなが笑顔で集える世の中になること
へのきっかけへと願い、渋谷のまちから「音楽」を通して、そのメッセージを発信していきます。
●開催日
２０１４年１０月１８日（土）～１９日（日） ２日間
●会 場
渋谷公会堂など 合計３４会場 （主催会場/連携会場）
●イベント概要
１．主催会場 ［８会場］
■２０１４年１０月１８日（土）
★渋谷公会堂
～祖国を愛した作曲家による名曲集～
【開 場】 １６：３０ 【開 演】 １７：００
【出 演】 東京フィルハーモニー交響楽団
【指 揮】 渡邊一正(東京フィルハーモニー交響楽団指揮者)
【ゲスト】 島田 歌穂 他
【曲 目】 ① ワルツ「美しく青きドナウ」
② 劇音楽「ペール・ギュント」より”朝”
③ スラブ舞曲より第１番、第８番
④ 花 （島田歌穂との共演）
⑤ サウンドオブミュージックメドレー （島田歌穂との共演）
⑥ リュートのための古風な舞曲とアリア第３組曲
⑦ ミシェル・ルグランメドレー （島田歌穂との共演）
⑧ オン・マイ・オウン～レ・ミゼラブルより～ （島田歌穂との共演）
⑨ 連作交響詩「わが祖国」より モルダウ
⑩ 行進曲「威風堂々」
【チケット】 S席=3,500円 A席=2.500円（税込・全席指定）
オデッセー：03-5444-6966（平日11:00～18:00）
チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスにて発売
★マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ 【ダンス】
【時 間】 １３：００～１４：３０
【出 演】 関東大学学生ダンス連盟Σ
NABA/VANGUARD/u.n.b.r-geMinY/Step in Jack/justice testis/
FRAN/BAMBAABAA!!/DFFY/Sally&Natsumi/こーちゃんず/
ゆすけ+冴/ジョニー鉄パイプ/SUNTED
石田太志
BEASTAR daKARA
Muku girls
■２０１４年１０月１９日（日）
★SHIBUYA１０９前ステージ 【音楽ライブ】
【時 間】 １２：３５～１５：４５
【出 演】 ウインドアンサンブルオーケストラ（実践女子大学ｗｉｔｈ電気通信大学）
渋谷ライブハウス推薦アーティスト（３組）
安藤花林(推薦ライブハウス：渋谷La.mama)
工藤えみ (推薦ライブハウス：Shibuya O-Group)
ｂｕｚｚ．(推薦ライブハウス：渋谷eggman)
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小栗慎介
逢坂みのり
音楽学校対抗戦チャンピオンバンド BLA’LA’KISS（ミューズ音楽院）
葛飾諏訪太鼓
★道玄坂通り 【ジャズライブ 他】
【時 間】 １３：１０～１５：２０
【出 演】 鈴木勲 ・ＯＭＡ ＳＯＵＮＤ
ＤＪ ＫＥＮＳＥＩ
カンタス村田とサンバマシーンズＭＩＮＩ
★文化村通り 【ＤＪ・音楽ライブ】
～produced by「街でタイコクラブ」～
【時 間】 １３：００～１５：４５
【出 演】 DJ KENTARO
HABANERO POSSE
PART2STYLE SOUND
TT & MC Cardz
XXX$$$ (XLII & DJ SARASA)
★宮益御嶽神社 【音楽ライブ】
〜神社で篠笛コンサート〜
【時 間】 １４：００～/１５：００～
【出 演】 こと
★マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ 【ダンス】
【時 間】 １３：００～１４：３０
【出 演】 関東大学学生ダンス連盟Σ
justice testis/Step in Jack/Sally&Natsumi/NABA/ゆすけ+冴
Navy Peer/No-AiR/ジョニー鉄パイプ/ONE LOCKERS
BEASTAR daKARA
Muku girls
石田太志
ZOOMANDAKE
★渋谷ヒカリエ・１Ｆイベントスクエア 【音楽ライブ】
～大人のスタンダードステージ～
【時 間】 １３：００～１７：３０
【出 演】 200-Stars
愛甲ゆか
ﾌﾞﾙｰﾏｳﾝﾃﾝﾎﾞｰｲｽﾞ 369
RealHeart's
ﾄｲｽﾞｳｸﾚﾚ楽団
THE 北陸ﾊﾘｹｰﾝｽﾞ
♪---ata---♪
２．連携会場 ［２６会場］
■２０１４年１０月１３日（月）
★ＨＡＫＵＪＹＵ HALL 【音楽ライブ】
～空飛ぶクラシック～
【時 間】 １３：００～/１５：１５～
【出 演】 榊原大（ピアノ）
アウラ・ヴェーリス（林はるか（チェロ）、林そよか（ピアノ））
クリステル・チアリ（ボーカル・MC)
■２０１４年１０月１８日（土）
★東急グループプレゼンツ 【音楽ライブ】
～ＴＯＫＹＵ ＡＵＴＵＭＮ ＳＴＡＧＥ ｉｎ 渋谷音楽祭～
○東急百貨店本店前
【時 間】 １４：００～/１６：００～
【出 演】 中村誠一&紗理with田中和音ﾄﾘｵ
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○セルリアンタワー東急ホテル
【時 間】 １３：３０～/１６：００～
【出 演】 東京フィルハーモニートップメンバーによる弦楽四重奏
○東急プラザ 渋谷
【時 間】 １３：３０～/１５：３０～
【出 演】 アラカルト
○SHIBUYA１０９ステージ
【時 間】 １３：００～/１５：００～
【出 演】 ヤスミン
★タワーレコード渋谷店 【音楽ライブ】
○カツオ・プレゼンツ・熱い音ライブVOL.7 BAGDAD CAFE THE TRENCH TOWN
【時 間】 １３：００～
【出 演】 BAGDAD CAFE THE TRENCH TOWN
○フランコ酒井 書籍『失われた声を求めて』発売記念 トーク&ミニライブ&サイン会
【時 間】 １５：００～
【出 演】 フランコ酒井
丹藤亜希子
小野弘晴
岡松暁子
村上公太
松久果央梨
藤原藍子
○カメレオ ニューアルバム『ハイカラ』 発売記念イベント
【時 間】 １６：００～
【出 演】 カメレオ
★渋谷マークシティ 【フリースタイルフットボール＆フットバック】
～KIRIN BEVARAGE presents 蹴音祭 in 渋谷音楽祭～
【時 間】 １４：００～/１５：００～
【出 演】 Ｗａｓｓｅ
石田太志
★日本経済大学院２４６ホール 【音楽ライブ】
～Ｋｉｄｓ Ｍｅｅｔ ｍｕｓｉｃ！～
【時 間】 １０：３０～１７：００
【出 演】 Mｏｃｃｏｌｙ/Ｉｚｐｏｎ/マヤ・ハッチ/古川奈都子/木幡光邦/宇川彩子/ＰＯＲＩ
★渋谷エクセルホテル東急 【音楽ライブ】
【時 間】 １３：００～/１４：００～/１５：００～
【出 演】 家田紀子/石橋美恵子
★スターバックスコーヒー店内ライブ 【音楽ライブ】
○渋谷文化村通り店
【時 間】 １３：００～
【出 演】 豊岡まり（Marie-Style)with梅原 新
○渋谷ファイヤー通り店
【時 間】 １４：００～
【出 演】 クーヤ
○南青山骨董通り店
【時 間】 １５：００～
【出 演】 Ｂｌｕｅ Ｒｈｙｔｈｍ ～ｆｒｏｍ ＵＲＣ～
○渋谷３丁目店
【時 間】 １６：００～
【出 演】 豊岡まり（Marie-Style)with梅原 新
○渋谷公園通り店
【時 間】 １７：００～
【出 演】 クーヤ
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○渋谷オルガン坂店
【時 間】 １８：００～
【出 演】 ＳＡＫ．
★ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）渋谷お客様サービスプラザ【音楽ライブ】
【時 間】 １１；００～１７：００
【出 演】 Natsumi/小松大己/アドレナリン セッション/甲斐悠揶/nana/
巌本理宇/まり子/minori destiny
★ＤＪ ＢＡＲ ＲＯＯＴＳ 【音楽ライブ】
～アナログな音楽ライブとアナログ・レコード～
【時 間】 １３：００～
【出 演】 Ｔony Ｇuppy
Cutsigh
■２０１４年１０月１９日（日）
★ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス（株）渋谷お客様サービスプラザ【音楽ライブ】
【時 間】 １１：００～１７：００
【出 演】 森下邦太/ユッコ/夕見子/川野祐樹/カランコエ/Natsumi/
ハバタクヤ/巌本理宇
★タワーレコード渋谷店 【音楽ライブ】
○Les Freres (レ・フレール) プレミア・ショーケース・ライブ
【時 間】 １４：００～
【出 演】 Les Freres
○fula「The KING」発売記念インストアイベント
【時 間】 １４：３０～
【出 演】 fula
○カツオ・プレゼンツ・熱い音ライブ VOL.8 Hanah Spring
【時 間】 １６：００～
【出 演】 Hanah Spring
○ピアノゾンビ アルバム「ひいてるぜ」発売記念イベント
ホネヌキマン様の紙芝居&サイン会
【時 間】 １８：００～
【出 演】 ピアノゾンビ
○DJまほうつかい「DJまほうつかい in 渋谷~森のおばけとハロウィンの夜~」
【時 間】 １９：００～
【出 演】 DJまほうつかい
○THE HEAVY スペシャル・アコースティック・ライブ
【時 間】 １８：００～
【出 演】 THE HEAVY
★渋谷マークシティ 【音楽ライブ】
【時 間】 １３：４０～/１５：２０～
【出 演】 山田リイコ
【時 間】 １４：３０～/１６：００～
【出 演】 小栗慎介
★日本経済大学院２４６ホール 【音楽ライブ】
～NHKｱｰﾄ ﾊｰﾄﾌﾙ ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ｺﾈｸｼｮﾝ『こころ・つなぐｺﾝｻｰﾄ』～
【時 間】 １５：００～
【出 演】 こころおと
★スターバックスコーヒー店内ライブ 【音楽ライブ】
○青山骨董通り店
【時 間】 １４：００～
【出 演】 ふるーちぇ
○渋谷マークシティ店
【時 間】 １５：００～
【出 演】 ＳＡＫ．
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○渋谷２丁目店
【時 間】 １６：００～
【出 演】 ふるーちぇ
★東急プラザ 渋谷 【音楽ライブ】
【時 間】 １３：３０～/１５：３０～
【出 演】 今村一貴
★東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 【参加型セッション】
ドラムクリニック ～プロドラマーの心得伝授～
【時 間】 １６：００～
【出 演】 DaizyStripper
風弥～Kazami～
★文化村通り
～ＳＴＲＥＥＴ ＲＵＮＷＡＹ～
東京ニューエイジ/渋谷スタイル
【時 間】 １３：００～
３．連携イベント
★渋音スタンプラリー
～「3little words」をめぐろう～
【時 間】 １３：００～１７：００
※参加制作： 専門学校日本デザイナー学院
●主 催
NPO法人 渋谷駅周辺地区まちづくり協議会
渋谷音楽祭実行委員会
●後 援
渋谷区、警察庁、文部科学省、東京商工会議所渋谷支部、NHK
●協 賛（50音順）
（株）伊藤園、キユーピー（株）、キリンビール（株）、カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）、
東急カード（株）、東急不動産（株）、東京ガス（株）、東京急行電鉄（株）、（株）東芝、
東芝エレベータ（株）、東芝ライテック（株）、日本システムウエア（株）、日本たばこ産業（株）、
（株）白洋舎、三菱電機（株）、三菱電機住環境システムズ（株）、三菱電機照明（株）、
（株）ローソン
●協 力
大向地区町会連合会、氷川地区町会連合会、渋谷区商店会連合会・中央ブロック
（渋谷中央街、渋谷道玄坂商店街振興組合、渋谷地下商店街振興組合、
渋谷センター商店街振興組合、渋谷宮益商店街振興組合、渋谷公園通商店街振興組合、
渋谷駅東口商店会、東急本店前商店会、東急プラザ商店会、渋谷青山通り商店会、
渋谷百軒店商店会、明治通り宮下パーク商店会 、渋谷駅前共栄会）
イッツ・コミュニケーションズ、 パス・コミュニケーションズ、 シブヤテレビジョン、ぴあ、
毎日広告社、 ピー・プランニング、 キズナキャスト、 J-WAVE、 シブヤ経済新聞、
マルイシティ渋谷、 SHIBUYA109、 東急百貨店、 西武渋谷店、 渋谷PARCO、
東急ハンズ渋谷店、 セルリアンタワー東急ホテル、 渋谷マークシティ、 キリンビバレッジ、
日本経済大学、 cocoti（ココチ）、 カレイド渋谷宮益坂、 東急プラザ 渋谷、 東急グループ、
小田急バス、 京王バス東、 東急バス、 フジエクスプレス、 京王電鉄、サーチ、 セキネネオン、
ヒット、 東急ファシリティサービス、 専門学校日本デザイナー学院、 日本写真芸術専門学校、
渋谷ファッションウイーク実行委員会 他多数
●渋谷音楽祭公式ウェブサイト
www.shibuon.com
●お問い合わせ先
渋谷音楽祭実行委員会 事務局
ＴＥＬ：０３-３４６３-８８２６ （平日１０：００-１７：００）
E-mail：shibu-on@shibumachi.com
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