
11:00～11:20

11:10～11:30

11:20～11:40

11:40～12:00

11:50～12:10

12:00～12:20

12:20～12:40

12:30～12:50

12:40～13:00

13:00～13:20

13:10～13:30

13:20～13:40

13:40～14:00

13:50～14:10

14:00～14:20

14:20～14:40

14:30～14:50

14:40～15:00

15:00～15:20

15:10～15:30

15:20～15:40

15:40～16:00

15:50～16:10

16:00～16:20

16:30～16:50

17:10～17:30

17:00 17:00

MAKUNOUCHI

Charさんのトリビュートバンドです。年齢に負
けない熱い演奏で、オンラインでも船橋の街
に響かせたいです！

フィナーレ

18:00 18:00

厳しい状況ですが、僕達自身もそしてライブを
愛する皆さんにも楽しんで頂けるよう、心を込
めて演奏します。

さいからサンセット
16:00 16:00

Yumiko Onda
咲いたカラーは夕陽色。全てオリジナルの楽
曲を用意しています。三番瀬の夕日を想い描
いてもらえれば嬉しいです。

主にクラシックの作品を演奏していますが、
色々な音楽に挑戦していきたいと思います。
宜しくお願い致します。

CIRO'S

昭和世代に懐かしいと思っていただける我々
の演奏「昭和洋楽ロック」を是非お聴きくださ
い！

弾き語りコンテスト
16:20～17:30

15:00

船橋市民の中一ロックが大好きなKei S.で
す。今年も早引きギターソロで引き倒します
～

Re:UPS
14:00 14:00

おりー
「皆が輪になって」も演リますョ！“趣味に毛が
生えたような…” Re:UPS

ピアノで、癒されるオリジナル曲や、聞いたこ
とのある曲のアレンジ曲をお届けします。どう
ぞゆったりしてください。

JOYFUL PAIR

15:00

Amane＊天音

アコースティックギター1本のツインボーカル
でカバーとオリジナル曲を、男女の息の合っ
たハーモニーでお届けします？

browny

Astrya
楽しい気分になれるようなFunk Musicを一人
で演奏しております。

アコースティックユニット｢Astrya(アストライ
ア)｣です。都内を中心にLive活動しています。
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ライブ配信

市民文化創造館
(きららホール)

イトウシティホール
スタジオパックス船橋店

K1スタジオ

11:00 11:00

あみ

13:00

アミキャルとは「親しみのある」という仏語で
す。Flute2人、Piano、打楽器で、聴き馴染み
のある曲を演奏します。

KRANKE MAN BAND
12:00 12:00

LiCaCo
今年もはるばる南の島バヌアツ共和国から
やって参りました！コロナを吹き飛ばすほど燃
やすぜ、ロック魂‼︎

今このような世界状況だからこそ、響く言葉響
く音楽があると信じて。今年も前向きに！
LiCaCoらしく歌わせていただきます！

ミノルフォン
（MINORU PHON）

13:00

土日＊祭日

アコギとループマシンを使ってＲＯＣＫ＆ＰＯ
ＰＳから昭和歌謡まで幅広くパフォーマンスす
るエンタメ性満載のヒキガタリスト。

Naritoshi・Junichi

Oギリン
皮肉なことにコロナ禍が結成のきっかけでし
た。こんなときだからこそみんなで歌って踊っ
て船橋を元気にしようぜ！

小さなオカリナから溢れ出る表現力に魅せら
れて、クラシックからボカロから唱歌まで吹き
まくり中。音色の変化も素敵な楽器です。

vo.山崎明美とgt.栗山亮介による、jazzや
popsなどのduo。心に響く歌を届けます。 55nuts

多田　ことえ
ギターのGentaとVoのなっつ♪からスタート！
船橋で活動しているバンド。洋楽・邦楽ごちゃ
まぜの、なんでもアリが持ち味。

今回はweb上となりますが、日本の伝統楽器
の音色を多くの皆さまにお聴きいただけると嬉
しいです。

アンサンブル・ア︎ミキャル

船橋在住の歌が大好きな幼友達 2人とギ
ター大好き夫婦の心地良いノンジャンルなア
コースティックサウンドをお楽しみください。

Daddies All Stars

唄三線　てらっちょ
市内小学校の父親委員の集まりで結成された
バンドです。地域のお祭りなどを中心に活動し
ています！

沖縄三線と歌で、民謡、ポップスから昭和歌
謡までお届けします。紙芝居などのパフォーマ
ンスでみんなと盛り上がりたいです。

Kei S

Amane＊天音です。アルパで音楽の街“船
橋”に、明るく陽気な南米の風をお届けしま
す。ぜひ、アルパを知ってください！

オールドファッション
バディーズ

伊瀬雄亮
みなさま少しでも元気に。楽しめるjazzを演奏
します

地元船橋で活動中のアコースティックギタリス
ト。ギター１本で聴く人を笑顔に幸せにできる
ようなギタリストを目指している。

ＴＨＥ ＧＯＳＣＨ

https://pink.ap.teacup.com/makunouchi/
https://www.youtube.com/channel/UCR5SNb2CFoMyYV1SUnK2s2A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016799836926
https://www.facebook.com/reups2016/
https://ory-music.aremond.net/
https://ameblo.jp/joyful2016/
https://www.instagram.com/arpamane0830/?hl=es
https://twitter.com/Astrya_Elly
https://www.youtube.com/channel/UCzyZtaunEAraUbDpQxl1Y2A
https://www.youtube.com/channel/UCzyZtaunEAraUbDpQxl1Y2A
https://www.youtube.com/channel/UCg2g8jKs4OCVka5pNEBoEjw
https://www.youtube.com/channel/UCQeDO5gpmlY_oHUYdO6tFmQ
https://www.youtube.com/channel/UCQeDO5gpmlY_oHUYdO6tFmQ
https://www.facebook.com/山崎明美-jazzpopsシンガー-1052390968295961/
https://twitter.com/licaco_music
https://minoruphon.wixsite.com/loop-magic
https://minoruphon.wixsite.com/loop-magic
https://www.facebook.com/%E5%9C%9F%E6%97%A5%E7%A5%AD%E6%97%A5-416393519168872
https://www.facebook.com/das.since2016
https://www.facebook.com/keilovesguitar/
https://twitter.com/acousticCtoB


12:00～12:20 14:40～15:00

12:20～12:40 15:00～15:20

12:40～13:00 15:20～15:40

13:00～13:20 15:40～16:00

13:20～13:40 16:00～16:20

13:40～14:00 16:20～16:40

14:00～14:20 16:40～17:00

14:20～14:30 17:00～17:20

懐かしい曲を、自分達なりのアレンジを加え
て、優しく穏やかに、そして聴いている人の
心に響く様にと歌詞を大事に歌っています。

ポップスや昭和の懐メロをオリジナルのハモり
アレンジで楽しく歌っています。６人の「想い」
が皆さんに伝わりますように。

17:00

奥津雄大 Relaxin`

ダンスでパワーを伝えられたらなと思いま
す。楽しんで観ていただけたら幸いです。

1960年頃のビバップ、ハードバップを中心に
演奏しておりますJAZZバンドRelaxin`です。

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!

弾き語りコンテスト

FMSの名物企画。今年で4回目となりました。事前審査を通過した5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。

Yumi

福井出身、船橋市在住。ユニット「休暇
届」で千葉県内を中心に活動。ピアノ弾き
語りで演奏します。皆さまの心に届きます
ように。

サイトーヨーダ

こんな年になるとは想像もしていなかった
けれど、季節は何もなかったかのように移
ろってゆく。
歌の持つ力も何も変わらず。

本田博行

定年退職して大好きな音楽をやる時間がで
きました。今までは観るだけでしたが、今
年は演奏できるので当日がとても楽しみで
す。

とも

船橋に住んで１０年目になる今年、初参加
ということで楽しみです。僕の音楽で今日
も良い日だったと笑っていただけるように
心をこめて

平山いっせい

船橋をいい街にしたい。音楽との出会い、
あなたとの出会い。私も元気の出る歌で挑
戦します。

ふなばしミュージックストリート イメージソング

作詞・作曲　小松優一
編曲　　　　松浦晃久

Caramel7 LaLa Crayon

エンタメジャズバンドCalmeraのコピー。
いつでも元気に全力投球！笑顔あふれる会
場目指して鋭意努力中！

フェスなどで活動中。スタンダードなジャズや
ボサノバ、ユーミンなどのJ-Popなど、昭和世
代が楽しめる音楽を目指しています。

14:00

Moderato ザ★コンペイトウ

船橋、ピアノ、バスケが大好きな小学４年生
です。元気の出るような曲(『紅蓮華』、『前
前前世』)をピアノで演奏します。楽しんでお
聴き下さい♪

音楽を通じて「楽しい!」「一緒に唄いたい!」と感
じてもらえることを目標に日々活動している４
人組ユニットです！

16:00

織戸義隆 El Segundo

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。

アンデスの管楽器（ケーナ・サンポーニャ）、ピ
アノ、カホンの３人がライブハウスのセッション
を通じて知り合い、活動中です。

幾つになっても音楽好きなバンド仲間３人
で、急遽参加を決めました！世代を超えて楽
しめる曲で、皆様の心に残るひとときを♡

フレンチポップス、シャンソンのカバーバンド
です。懐かしくも新鮮な音楽を届けします。

13:00

TAKESHI おっと♪もっと

花華 with Yoshi G emma

第７回ふなばしミュージックストリート　オンラインフェス　タイムスケジュール

12:00

休暇届 ヒナヒナウクレレバンド

聴いてくれる人に心の休暇届を提出しても
らえるように、心癒やすオリジナル曲やカ
ヴァー曲を演奏します。

ハワイアンからアメリカンポップス/Jポップス
などいろんなジャンルの曲を演奏。「聞いてく
ださる人を楽しく」がモットーです。

15:00

アンバルワリアーズ

船橋警察署×FMSコラボ企画

船橋警察署と作曲家新垣隆・市立船橋高校吹奏楽部が音楽と防
犯活動で異色のコラボ！
なぜ音楽と防犯？答えはＦＭＳで明らかに

動画配信

皆が輪になって

配信時間
11:50～12:00、14:30～14:40

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

（※くりかえし）

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!

yasuta

珍しい民族楽器や斬新な多国籍音楽でダン
サブルかつ見て聴いて楽しめる音楽を実演
しています。

ギターソロ、インスト中心で皆様に癒される曲
をお届け致します。船橋が好きです!

https://www.youtube.com/channel/UCwF8zTtmLTAQdHEAeB53O7Q
https://twitter.com/Nameles46094798?s=09
https://www.youtube.com/channel/UC0zcuiNrWt1o8Y3ZeIhgufQ/videos
http://harmorose.la.coocan.jp/konpeitou-top.htm
https://www.youtube.com/channel/UCtSIhEmMuxSx9i4g6g721sQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/elsegundo2019
https://www.facebook.com/2525otto/
https://www.facebook.com/frenchpops.chanson.emma
https://kyukatodoke.amebaownd.com/
http://angelika.cutegirl.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCQ5djBe2JFf10nlKWjl-jDA
https://www.youtube.com/channel/UCOsac91NbnEjvwLwdvM-8Tw/videos

