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FMSオリジナルグッズ販売しています!!
第5回

FMSオリジナルTシャツ

1枚
2,000円

今年のカラーはおしゃれな｢デニム｣。
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!!
今年もデザインを公募し、約25作品から選ばれま
した。
デザインを考えたのは…
　　　　　　　　今井英里奈さん

BACK
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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　12船橋市民文化ホール（ロビー）
14ビビット南船橋

｢ふなばしミュージックバス｣は、船橋駅
エリアと南船橋エリアを結ぶシャトル
バスです。
11時から15時までの毎時00分に、船
橋駅の臨時乗車場
を発車、ららぽーと
TOKYO-BAYとの
間を運行します。
移動中にも音楽を
楽しんでいただけ
るよう、ミュージ
シャンが車内で演
奏をしますよ!

※船 橋 駅 南 口 、
ららぽーとTOKYO
-BAYのどちらで
も乗降できます。
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船橋駅
南口

ららぽーと
TOKYO-BAY
30
30
30
30
30

FMSオリジナルステッカー

大 300円

小 150円

大好評のステッカーが、大小2サイズになりました。
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。
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USAGI & UCL
最近では映画「曇天に笑う」にご縁をいた
だき、出演しました。和太鼓を通して出
会った仲間と、colorfulでsoul fullな音を
お届けします!

OPENING
10：00

M・T・B
首都圏のジャズフェスやライブハウスで
活動。ノリノリ　キレキレのラテン
フュージョンでふなばしミュージックス
トリートを盛り上げます。

10：30

11：00

KOGMA CLASSIC
音楽家たちが中心となり結成。関東を拠
点にジャズフェスやイベントに出演。ノ
ンストップメドレーでお届けする熱いラ
テンジャズです。

11：15

11：45

FOKKSS Jazz Box
女性ボーカルでジャズフェス、施設への
出前ライブ活動を行っています。今年は、
昨年の分も2倍がんばってふなばしを盛
り上げたい!

12：00

12：30

SANOVA
iTuneジャズチャート1位を1ヶ月以上継
続。アルバムランキング1位。ソングラン
キング1位～3位を独占。月1回のワンマ
ンライブは毎回満席。

12：45

13：15

Brass Honkers
スウィンギーで底抜けにポジティブな音
楽をお届け!　《Swingで世界を変える》べ
く誕生したニューオリンズスタイルを
ベースとするブラスバンド。

13：30

14：00

OM Connection
東京近辺で年に数回程度のペースでライ
ブ活動を実施。ラテンも交え元気一杯の
Jazzを船橋の皆さんにお届けします!

14：15

14：45

アロハJAPAN
東京都内を中心に月１回程度のライブ活
動。あなたの毎日がハッピーになること
を願って、笑顔の絶えない明るいステー
ジをお届けします!

15：00

15：30

MTG
ラテンロック、ラテンフュージョンを楽
しんでいます。秋葉原のライブハウスや
川崎ジャズフェスなど、野外ライブ中心
に活動を広げていきたい。

15：45

16：15

Sonosheet
歌の大好きなママたちによるアカペラグ
ループ。メンバーそれぞれの楽器のよう
に個性的な声をひとつに、楽しいハーモ
ニーをお届けします!

11：00

11：30

ウクレレ・デュオ AIKA
ウクレレの音色を活かして、ハワイアン
に限らずさまざまなジャンルの曲を演
奏。60歳を過ぎても、音楽を楽しめるっ
て最高!

11：40

12：10

都乃-SATONO-
伸びのあるハスキーな声が特徴で、太く
低い声から抜けるようなWhistle Voice
まで、多彩な声をもつSINGER。都内を
中心にライブ活動。

12：20

12：50

休暇届
船橋のグッドタイムミュージックスクー
ル在籍。ボサノヴァやジャズ、ポップスに
日本語をのせてお届け。心の休暇届を提
出しにお越しください。

13：00

13：30

あみ
ギターとボーカルのjazz中心duo。船橋
在住、都内バー等を中心に活動するvo.山
﨑あみとgt.栗山亮介によるユニット。

13：40

14：10

Every Single Note
神奈川、東京、千葉など関東幅広くライブ
活動。アコースティックギターとクラ
シックギターが紡ぎだす、新しくそして
どこか懐かしい響き。

14：20

14：50

happy☆hat
ヴォーカルとギターのアコースティック
Duoです。ナツメロからジャズ、ビートル
ズなど演奏します。

15：00

15：30

佐久間元樹
アコギ一本で特殊奏法を駆使した迫力あ
る演奏から叙情的なバラードまで、さま
ざまな音を奏でるソロギターの魅力を!

15：40

16：10

みどりDUO
ジャズの即興性を追求して、超絶ハッ
ピーを目指すDUOグループです。都内、
神奈川を中心にライブ不定期で活動をし
ています。

16：20

16：50

S I T E  2

船橋グランドホテル１階「カフェグランデ」

スタンプ
ラリー
会場

飲み物
オーダー

しっとりゆったり…コーヒー片手にお楽しみください
S I T E  1

天沼弁天池公園

スタンプ
ラリー
会場

自然に癒されながら、ラテンで盛り上がる



船橋駅近のホテルと言えばグランドホテル!　おしゃれな
空間でコーヒーを一杯、ほっこり幸せな気分です。

東武百貨店船橋店は、いつも何か楽しいイベントを開催
していますね。でもロック祭りは初めてなのでは?　個性
豊かな出演者と百貨店のコラボレーションです。

5

Cool Beans
美しいハーモニーが自慢。大学の同級生3
人とリーダーの末娘が、世代を超えたお
なじみのポップスで、船橋を元気にしま
す!

10：30

11：00

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
ハモリアレンジでお贈りします。アラ還
母さんズの想いがあなたの心にも響きま
すように!

11：10

11：40

月灯り
芝居、民謡、バンド、クラシック、アコポッ
プと、それぞれが全く違うフィールドで
表現を磨いてきた5人が織りなすコーラ
スと歌。

11：50

12：20

SING HOLIC5
男女14人のJ-POP生演奏コーラスグルー
プです。大好きな船橋でお客様と音楽を
一緒に楽しみたいと心から願っています!

12：30

13：00

麻未
生きていく想いを紡ぐシンガーソングラ
イター。現在、全国を弾き語りで回りなが
ら、武者修行中です。

13：10

13：40

湊町ばか面保存会
ふなばし市民祭り他、イベントに出演。見
てるだけでなんだかクスッと笑えてくる
船橋の伝統芸能、ばか面踊り!　一緒に踊
りましょう♪

13：50

14：20

FUNK UP BRASS BAND
さまざまなblack musiｃをアンプラグ
ドで。いつでもどこでも踊れる音楽を奏
でます! HIPでFUNKY! JAZZY! SEXY!

14：30

15：00

15：10

16：30

■▶ P13弾き語りコンテスト

金時＆ブラザーズ
日本の古き良き行事を中心に音楽を作っ
ております。祭りを中心にライブ活動実
施しています。

11：00

11：30

MAKUNOUCHI
結成から28年。Charさんのトリビュート
バンドですが、自分達なりに名曲を表現
し　船橋の街に響かせます!

11：40

12：10

モロモログロッキー
枯れ始めの同世代の励みになろう! と、平
均年齢50歳の身体に鞭打ちながらス
テージに向かう初老軍団。

12：20

12：50

CHII
一度聴いたら口ずさめるキャッチーな曲
やハードなロックまで演奏しています。
音楽のまち船橋で一緒に盛り上がりま
しょう。

13：00

13：30

Blue*NatioN
フレッシュで元気、3ピースガールズロッ
クバンド。1人でも多くの人に笑顔と元気
を届けたい。

13：40

14：10

No battery
結成したばかりの高校生4人組バンド。校
内のライブや校外のイベントで活動。若
さと勢いで会場を盛り上げます!

14：20

NARADAI SUPER 親父 BAND
昭和のJPOPや歌謡曲のコピーバンドで
す。船橋市習志野台を拠点に、地域の老人
会、お祭り等に参加するため、日々練習し
ています。

15：10

バリカン・ブラザーズ・バンド
結成14年を迎える、船橋在住の船橋ロッ
ケンブルースバンド、ギターのIGETSCH
は船橋を愛するLive酒場Buddy'sのオー
ナー。

15：20

15：50

東京ネイルキャッツ
全国でライブ活動をしております。4人転
がり続けています!

16：00

16：30

2バンドのコラボステージ

S I T E  3

船橋駅北口おまつり広場

スタンプ
ラリー
会場

FMSと言えば｢ノンジャンル｣、ばか面も必見!!
S I T E  4

東武百貨店船橋店8階屋上

スタンプ
ラリー
会場

高校生もお父さんも、ロック！ ロック！ ロック！



6

HEAVY Tuba Quartet
低音金管楽器のユーフォニアムとテュー
バによる四重奏です。心地良い低音で奏
でる様々なジャンルの音楽をお楽しみく
ださい!

11：00

11：30

長治昂志
クラシック曲や民謡を独自の感性でアレ
ンジし、聞いたことのない世界観で魅了
します!　船橋市を音楽であふれるイベン
トにしたいです。

11：45

12：15

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
い年齢のメンバーが船橋市内で楽しく演
奏しています!

12：30

13：00

PIANO DUO POKKO
ピアノ連弾ユニット、ピアノ、各種楽器を
mix。様々なジャンルをDUO POKKO
オリジナルアレンジで演奏します!

13：15

13：45

西船橋子どもミュージカル
歌や踊りが大好きな小学生から高校生が
集まり、毎週楽しく練習をしています。多
くの方にミュージカルを通して感動を与
えたいです。

14：00

14：30

おりー
音楽イベントでライブ活動中。10/28に
M3-2018秋に参加します。リラックスで
きるような音楽を鍵盤でお届けします。
オリジナル曲も演奏します!

14：45

15：15

✾和駿風✾
伝統楽器に魅せられた若き2人、中代和
紗・小坂駿登。和太鼓パフォーマンスと二
胡、篠笛のアンサンブル。どこか懐かしい
癒しの音楽をお届けします。

15：30

16：00

桃瀬茉莉ヒーリングジャズDuo
せわしない日々を生きる人のための、心
を癒すヒーリングジャズ。 移りゆく季節
や空の色、森や風の香りのオリジナル曲。

16：15

16：45

秋山聖悟
シンプルで美しい言葉で書かれた戦前の
童謡などをジャズ・ブルース風アレンジ
で弾き語り、シカゴブルースを空耳系の
和訳で歌う。

11：00

11：30

甘利マチコ
2018年4月より活動開始!　ギター1本で
カラフルに弾き語ります。年々、船橋の
魅力が増えすぎて困る～(よくうろつい
てます）

11：40

12：10

サイトーヨーダ with 小紋
ソロでのギター弾き語り「HITORINORI」
としてライブ活動中。松田貴詞、村上歩の
サポート｢小紋｣と出演。

12：20

12：50

9th fix
各地ジャズフェスやイベントに2ヶ月に
1回のペースでライブ活動。ピアノ、アコ
ギ、カホンによる、アコースティックかつ
少し激しいインスト。

13：00

13：30

あんるぅ
ボーカルのちーあんとドラムのコンボの
2人組ユニット。J-POP系オリジナルを中
心に、聴く人の心に残る音楽を目指して
います。

13：40

14：10

Nat Bar
東京でジャズフェスやライブハウスなど
で活動。ナット・キング・コールの曲を中
心に、楽しくスイングするジャズを演奏
しています。

14：20

14：50

本郷　徹
バンド形態やソロ弾き語りで、吉祥寺を
中心に活動中です。心の琴線に触れるア
コースティックロックをお届けします。

15：00

15：30

AMOMA
都内を中心に勢力的に活動中。さまざま
なバックグラウンドを持つ2人が、ジャン
ルを越えた音楽の楽しさを伝えます。

15：40

16：10

Daddies All Stars
小学校の父親委員の集まりでできたバン
ドです。船橋市に縁もゆかりもない5人で
すが、船橋に骨を埋める覚悟です!

16：20

16：50

S I T E  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

駅の北から南へ…足を止めたくなるステージです
S I T E  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

なかなか聴く機会のないジャンルの音楽をゆっくりと
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川井美智子
船橋市内でウクレレ教室を主宰。ウクレ
レ1本でハワイアン、ポップス等の演奏を
お届けします。ハワイ気分をお楽しみ下
さい。

13：00

13：30

DiceKEY Akhanev
ピアノ・カホンデュオでジャズ・テイスト
のオリジナル楽曲を奏でます。心地いい
けど心にボディーブローのように効く音
楽を目指しています。

13：40

14：10

しらたま
右手を患って3年。病気にめげず今年も出
演します!　今回は左手だけの演奏と両手
のオリジナル曲をお届け♪

14：20

14：50

SongPuC
ポピュラーなジャズスタンダードナン
バーを中心にガットギターで弾語りして
います。｢楽しく」が信条で、最近日本語の
歌も始めました。

15：00

15：30

LiCaCo
市船チアダンス部出身のシンガー。人を
応援することが大好き!　LiCaCo流エー
ルソングで船橋の街を明るく元気にしま
す!

15：40

16：10

キンカテラス
洋楽女性シンガーソングライターの曲を
中心に、アコースティックギターと歌で
ジャズ、ボサノバ、ソウル風にアレンジし
てお届けします。

16：20

16：50

BANANA NEEDLE
ポップで踊れるオルガン・インスト・バン
ド!　ピアノより濃厚に、ギターよりパワ
フルに、ジャズにロックにライブを展開
中!

12：00

12：30

Cat4
80年代洋楽邦楽のフュージョン音楽を
楽しんでいる中高年バンドです。カシオ
ペア等の懐かしい名曲を演奏します。ど
うぞお楽しみに!

12：50

13：20

The Highways
邦楽から６０～８０ｓのUKロックやパ
ンクなどをルーツに、ストレートなロッ
クを打ち鳴らすスリーピースのロックバ
ンド。

13：40

14：10

KODOH
船橋はボーカルの高校時代の遊び場。 若
き頃よりの音楽に対する情熱をもっと広
げたい。｢こころに残るメロディを」モッ
トーにいい音を作り続けます。

15：20

15：50

Re:UPS
2008年結成、今年から新体制。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てまいりま
す。

16：10

16：40

S I T E  9

ジャズバーCoquelicot

スタンプ
ラリー
会場

飲み物
オーダー

ジャズバーでオトナなひとときを味わってください
S I T E  10

スタジオパックス船橋店

スタンプ
ラリー
会場

スタジオならではの一体感を味わいたい方、こちらへ!

ジャズシンガーが経営する、船橋発の本格ジャズバー
Coquelicot（コクリコット）。
オープンから間もなく1年のお店です。
日替わりのホストシンガーによる生演奏を聴きながら、
大人の時間を過ごせます。
本日は特別オープンです。

イベント、レッスン、ダンス…。
機材がバッチリそろったスタジオパックスは、船橋駅から
徒歩5分の立地で24時間営業!
特にバンドミュージシャンの間では知らぬ人のない
存在です。
あなたは何に使いますか?
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matzo and ko-matzo
アコーディオン弾き語りのmatzoと、
ko-matzoこと4歳のちびっ子ドラマー
房之助による親子デュオ。ご期待くださ
い。

10：30

11：00

洸美-hiromi-
台日ハーフの台湾系J-POPシンガーソン
グライター。日本(東京)と台湾を中心にラ
イブ活動。日本と台湾の景色を歌でお届
けいたします!

11：10

11：40

行徳ファイブ
20代から50代で構成されるサックスア
ンサンブル。老人ホーム、子ども会などで
演奏。皆さんが良く知っている曲を中心
にお届けします。

11：50

12：20

フカヤマダ
普段はそれぞれ活動しています。2人での
出演は初めてです。船橋を盛り上げたい
です!!!

12：30

13：00

THE NIGHT FLYER
60年代の懐かしいサウンドと日本語を
融合させたポップスバンドです。地元船
橋を音楽で盛り上げます!!

13：10

13：40

阿部浩二バンド
東京を中心に、年間200本のライブを全
国各地で行っています。船橋の文化が大
好きです!

13：50

14：20

オールドファッションバディーズ
主に都内イベントに参加。皆さんをハッ
ピーにするjazzバンドです。よろしくお
願いいたします。

14：30

15：00

渡辺あゆ香
渡辺あゆ香は、千葉を中心にたくさんの
フリーライブや野外イベントに出演して
います。元気になれる曲をお届け中!

15：10

15：40

THE DEVIL HEARTS
ロック、コーラス、バラードありの、ビー
トルズの素晴らしい音楽を船橋の皆さん
にお届けしたいです。

15：50

16：20

佐倉太鼓衆
25年程前に打ち立てた和太鼓音楽とい
うジャンルで、毎年60回ほどの演奏を
行っています。幅広く活動して38年目を
迎えました。

12：00

12：30

大嶋亜季 (Aki)
横浜市出身シンガーソングライター。船
橋で歌うのは3回目です!　船橋の魅力に
ハマったのでとても楽しみです♪

12：50

13：20

Sunnyside Gospel Club 船橋
「楽しい時間ために使ったお金が別の場
所で大きな力になる｣。ゴスペルを歌う活
動を通してカンボジア、ラオスの子供た
ちに奨学金を送っています。

13：40

14：10

Sunday Island Orchestra
ピアニスト松岡直也をこよなく愛するメ
ンバーが、軽快なラテンフュージョンで
海・空・港が似合う船橋の街を盛り上げま
す!

14：30

15：00

船橋吹奏楽団
創立63年目の市民楽団。100年目指して
がんばります。12/16(日)市民文化ホー
ルで第92回定期演奏会を行います。ぜひ
お越しください♪

15：20

15：50

Night and Dayz Jazz and Big Band 3.11
都内を中心にライブ活動。結成17年の
社会人ビッグバンドですが、毎年FMS
での演奏を楽しみにしています。今年も
楽しい演奏をこころがけます。

16：15

16：45

S I T E  11

スクエア21ビル前

スタンプ
ラリー
会場

スクランブル交差点の目の前　ちょっと足を止めてみて
S I T E  12

船橋市民文化ホール

スタンプ
ラリー
会場

船橋最大のホールでバラエティーに富んだ音楽

17：30

18：30

グランドフィナーレ ■▶ P14
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Laugh Line
女性ばかりのアカペラグループです。県
内・都内で不定期に活動。皆さん耳なじみ
のある曲を中心にお届けします。

12：45

13：15

めぐむっく
NHKのど自慢、日本テレビ歌スタなどの
出演経験もしております。昨年は雨で中
止でしたが、今年は皆のパワーで船橋を
盛り上げていきましょう!!

14：50

15：20

モデラート
女性2人のギターユニット、モデラートで
す♪　懐かしい曲やポップスなどのカ
バー曲で、ホッと一息してもらえたらう
れしいです。

15：30

16：00

13：30

14：40

■▶ P12「うたごえ喫茶」体験

パルティータ マンドリン・ギターアンサンブル
イタリア生まれのマンドリン。音楽を愛
する船橋から、美しい素晴らしい曲を中
心に、オリジナルからポピュラー曲まで
演奏します。

11：00

11：30

あみまや
ミュージカルの舞台出演経験多数の小学
6年生2人組。大好きな船橋からミュージ
カルの素晴らしさを発信していけたらう
れしいです。

11：40

12：10

ヒナヒナウクレレバンド
平成13年新高根公民館のウクレレ講習
会から生まれ、ハワイアンバンドであり
ながらアメリカンポップス、演歌などあ
らゆる音楽を演奏します。

13：10

13：40

Jodel - Nozomi
「ヨロレイティ～!」　山の上で叫び声から
生まれたヨーデル。歌を通じて山の景色
を船橋の街にお届けいたします!(^^) ま
ちかど音楽ステージで活動中。

13：50

14：20

エプロンズ
幼稚園の先生を中心に結成してもうすぐ
1年。6人組のエプロンズです☆　歌の大
好きなみんなで、楽しく、歌を届けたいと
思います！

14：30

15：00

Shinohara Jazz Brass
クラシック系奏者のサウンドとジャズの
ノリを融合するブラスアンサンブル。年4
回ほどのライブ活動をしています。

15：10

15：40

木邑結
ひまわり大好きシンガーソングライ
ター、木邑結(kimura yui)。暖かくてどこ
か切ない、心にそっと寄り添う音楽が
モットー。

15：50

16：20

12：20

13：00

■▶ P14音楽のまち・ふなばし  千人の音楽祭
｢船橋ドドンパ｣歌姫・太郎コンテスト

S I T E  13

うたごえライブハウス  ゴリ

スタンプ
ラリー
会場

飲み物
オーダー

｢歌｣に特化したラインナップが魅力の会場
S I T E  14

ビビット南船橋｢アトリウム広場｣

スタンプ
ラリー
会場

家族みんなで楽しんじゃうこと請け合い!

1950年代に大流行した｢うたごえ喫茶｣。最近また、ひそ
かなブームになっているようです。
2017年に閉店したうたごえライブハウス ゴリを、今年
2月に復活させたのは、厨房スタッフだった現オーナーだ
そうです。
司会も厨房も、家族を中心に役割分担をされている、
アットホームな空間です。
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Gypon Copain
都内・関東近郊を中心にライブ、イベント
出演。うれしいのに切ない声、 なつかし
いのに真あたらしい音 。 ｢ギポンコパン｣
と、旅しましょう 。

11：00

11：30

Spica Saxophone Quartet
子供から大人まで楽しめる親しみある曲
を、サックス4本の美しいハーモニーでお
届けします。
Sop：Mai、Alto：Chihiro、Ten：Yoko、
Bar：Nabemasa。

13：10

13：30

江古田生活
アイルランドの伝統音楽を中心とした、
ケルト地方の音楽を演奏する、練馬区江
古田在住の3人組です。踊りたくなる曲達
をお届けします!

15：00

15：30

The Honolulu Stomp Jug & Swing Band
トラディショナルジャズを演奏します。
演奏すれば、半径5メートル以内は1920
年代にタイムスリップします。ぜひ、近く
で楽しんで下さい!

11：00

11：30

Grace Choir
「ゴスペル音楽を通じて、歌う喜びを分か
ち合おう」を合言葉に、2003年に船橋市
で誕生。黒人霊歌からモダンゴスペルま
で幅広く歌っています。

11：40

12：10

Flute Ensemble 雅 with 翁
雅は来年で結成10年目☆　息のあった
フルートアンサンブルに謎のパーカッ
ショニスト翁が加わった、ノリノリな音
楽をお楽しみ下さい♪

12：20

12：50

JOYFUL PAIR
夫婦で活動するアコースティックギター
1本のツインボーカル弾き語りユニット。
往年の名曲カバーやオリジナル曲を息の
合ったハーモニーで。

13：00

13：30

かなりやとうばん
世代を超えたユニットで世代を超えて愛
される名曲を、独自のハーモニーとパ
フォーマンスで演奏しています!　まちか
ど音楽ステージにも出演。

13：40

14：10

Honky Tonk Drinkers
アメリカンフォークを、ジョイフルじい
さんが元気に歌います。練習後の、船橋駅
界隈の安酒場での一杯が最高!

14：20

14：50

Nao+&JP
愛と希望を伝える奇跡のシンガーと、ゴ
スペル界を中心に国内外を巡るピアニス
トのユニット。ポップス、ゴスペル、ジャ
ズを♪

15：00

15：30

WINS阿佐ヶ谷
ジャズっぽいけど何でもござれな、男声4
人による雑食系アカペラ・バンド。さまざ
まなジャンルの歌をオリジナル・アレン
ジでお届けします。

15：40

16：10

この会場では
ステージの場所が
移動します。S I T E  16

IKEA Tokyo-Bay

スタンプ
ラリー
会場

ショッピングとミュージック、欲張りな日曜日
S I T E  15

ららぽーとTOKYO-BAY ｢東の広場｣

スタンプ
ラリー
会場

お買い物? お食事? ライブ? どれも楽しもう!

ステージ…1階エントランス

ステージ…1階エントランス

ステージ…2階レストランプレイエリア

南船橋エリアの大型ショッピングスポットと言えば、
ビビット南船橋・ららぽーとTOKYO-BAY、IKEA 
Tokyo-Bay。
今年はこの3館がFMSの会場に協力してくださいました。
それぞれ、ハロウィーンイベントで盛り上がっています
ので、そちらもお楽しみください。

IKEA Tokyo-Bayでは、店内のヒントを見つけると
キャンディーがもらえる｢ワードハント｣開催中だそう
ですよ（お子さまのみ）。
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Ken AKASHI
すみだジャズなどのライブイベントなど
に出演しています。アコースティック・ギ
ター1本で、BluesやWorld Musicを紹介
します!

11：00

11：55

小原繁久
3回目の応募。市川市、浦安市のバーやラ
イブハウスで演奏しています。たくさん
の人と素敵な音楽を、一緒に楽しみたい
です!

12：00

12：55

鎌形けんすけ
都内の大学に通いながら活動し、8/25に
は上野音横丁で3度目のワンマンライブ
を開催!　通っていた高校があった大切な
街・船橋で大切な歌を。

13：00

13：55

こうはたたかし
ライブやボランティア演奏をしていま
す。小さなウクレレから大きな音楽の輪
を広げたい。昨年台風で中止となったリ
ベンジを果たしたい!

14：00

14：55

ロンサムドッグ
ブルースに潜むロッキンなスピリットを
体現することを目指すロンサム野郎。東
京～関東圏中心に、ロッキンブルーズを
お届けしています★

15：00

15：55

たのしい企画がいっぱい！！
ストリートピアノ
あなたも演奏できます

10：30～17：00
● next船橋 東エントランス（京成船橋駅下）

多くの人が行き交う駅前に、突然ピアノが現れた!?
そんな夢みたいなことが、FMSでは起きるんです!
どなたでもご自由に弾いていただけるピアノを設置します。
腕に自信のある方も、そうでない方も、皆さんの思い思い
の音を、このピアノに刻んでいってください。
Pley me, as you like!

協力＝伊藤楽器

「うたごえ喫茶」体験
｢うたごえ喫茶｣ってなに?

13：30～14：10
13 うたごえライブハウス ゴリ

船橋に本格的な｢うたごえ喫茶｣があることをご存じですか?
今年のFMSの会場にもなっている、本町スクランブル交差
点すぐそばの｢うたごえライブハウス ゴリ｣です。
うたごえ喫茶を知っている世代の方はもちろん、知らない
世代の方もぜひ体験してみてください!
参加は無料です。
※会場の定員（30名程度）を超えた場合は入場できないことがあります。
※飲み物の注文はできます。

S I T E  17

ふなばしミュージックバス
バスに乗ったら弾き語りの生演奏!



たのしい企画がいっぱい！！
楽器体験コーナー
試してみよう、あの楽器

11：00～17：00
12 船橋市民文化ホール（ロビー）

いつも音楽は聴いて楽しんでいらっしゃる皆さん。
今日はご自身で楽器を演奏してみませんか?
触れてみたかったあこがれの楽器を、気軽に体験していた
だけるコーナーです。
文化ホールロビー（12）ではトランペットやフルートなど
おなじみの管楽器と、とても珍しい大きなサックスに挑戦。
ビビット南船橋（14）では、ギターや打楽器などがお待ちして
います。

Tシャツデザイン展
今年の全応募作品を展示!

11：00～18：30
12 船橋市民文化ホール(ロビー)

FMSを盛り上げるボランティアや出演者が着ているTシャツ
は、今年のFMSだけのために作られた完全オリジナル作品。 
デザイン公募にたくさんの応募があったので、｢ぜひ見てい
ただきたい｣という思いから作品展を開催します。
来年はあなたの作品が街を彩るかも?

バック・ストリート・ミュージック
at 山口横丁

17会場以外にもミュージシャンが出没

12：00頃～17：00頃
●｢大金星｣ ｢鮒忠｣ ｢酔っ手羽｣ ｢東大門｣
　｢bistro coma｣ ｢BISTRO LAMPE｣

JR船橋駅高架下から中央図書館横までのにぎやかな通り
が、通称｢山口横丁｣。たくさんの飲食店があります。
ここで、船橋を中心に活動する若手ミュージシャンが、
ギターの弾き語りをします。
どのお店に何時に現れるかは…わかりません。
演奏中はFMSのぼりが立っていますので、お楽しみに!!
※演奏を聴くだけの入店はご遠慮ください。
　各店で、飲食のご利用をお願いします。

弾き語りコンテスト
今年の船橋No.1ミュージシャンは!?

15：10～16：30
❸ 船橋駅北口おまつり広場

残念ながら中止になった昨年のFMSで、唯一、後日開催され
た｢弾き語りコンテスト｣。今年は第2回です。
弾き語り自慢10組の熱演をお楽しみに!

優勝者は、17：30から船橋市民文化ホール
（12）で開催されるグランドフィナーレで演奏
を披露します。

◀昨年の優勝者　岡谷柚奈さん

13

協力＝伊藤楽器
ミュージックポルテ

10：00～16：30
14 ビビット南船橋

協力＝島村楽器
■▶ P14

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5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
ては異例の二本の映画主題歌を手が
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、弾き語りセミナー講師、アー
ティストトレーナー、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し
ている。

飯岡泰山 西川 元 間庭美沙 七瀬 山田 翔
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グランドフィナーレ
誰もが参加できるラストイベント

17：30～18：30
12 船橋市民文化ホール

第5回ふなばしミュージックストリートのフィナーレです。
和太鼓の演奏や、船橋の郷土芸能湊町ばか面踊り、弾き語り
コンテスト（　　　）優勝者の演奏、そしてFMSイメージ
ソング｢皆が輪になって｣の吹奏楽アレンジに、手話を合わ
せて大合唱!　見所・聴き所が盛りだくさんです。FMSを楽
しんでいただいた皆さんも出演者の皆さんも、一緒に盛り
上がりましょう!
｢皆が輪になって｣　　作詞・作曲：小松優一　編曲：松浦晃久

吹奏楽版編曲：北方寛丈　手話振付け：コール・ヴュンシェ

■▶ P13

スタンプラリー
会場をめぐって賞品ゲット！

FMS会場をめぐってスタンプを集めよう!
たくさん集めると、今年のオリジナルTシャツや
ステッカーがもらえるかも…!?
小学生以下のお子さんには、
キッズ賞もご用意していますよ♪
※スタンプラリーの台紙は、　　　です。

スタンプ　各会場の開催時間内
ふなばしミュージックバス（17）を除く16会場
※開催時間はP4～12の会場タイムテーブルで確認してください。

景品引換え　16：00～18：00
12 船橋市民文化ホール（ロビー）

最後はイメージソングで会場がひとつに 湊町ばか面保存会

USAGI AND UCL

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、2019年2月3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4回船橋ドドンパ・
歌姫太郎コンテスト

｢音楽のまち・ふなばし 千人の音楽祭｣とコラボ

12：20～13：00
14 ビビット南船橋｢アトリウム広場｣

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８６回
緑と花のジャンボ市

～気軽にみどりにふれあおう～

9：00～16：00
❶ 天沼弁天池公園グラウンド

■▶ P17
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第9回本町東部自治会祭り
近隣自治会のお祭りが同日開催

11：00～14：00
●本町北公園
　（船橋グランドホテル（❷）から東へ徒歩3分）

JR 船橋駅近くにありながら、桜や海老川の自然、高層
マンションと古い家並みが共存する｢本町東部自治会｣。
今年の秋祭りも FMSと同日開催のコラボです。
特設ステージでは、富川一男さんによるシャンソンの名曲、
フィリピンから｢Bucth & Liberty｣の男女ヴォーカルデュオ。
また、昨年度の｢音楽のまち・ふなばし千人の音楽祭｣で
紹介された、北原白秋作詞の幻の校歌｢船橋児童の歌｣を
初披露します。
船橋三番瀬海苔の｢船福おにぎり｣、
特製とん汁、プチグラウンドゴルフや
ミニ卓球等もお楽しみください。

新船橋駅近く、森のシティ自治会主催｢ハロウィンフェス
タ｣に、FMSが参加します!!
バック・ストリート・ミュージック（　　　）にも出演する
若手ミュージシャンによる、90分のステージをお楽しみに!
出演＝間庭美沙、七瀬、西川 元、山田 翔

ミュージックストリート
　　in イオンタウン

新船橋エリアのコラボステージ

15：00～16：30
●イオンタウン新船橋｢マックスバリュ｣屋上
　（東武アーバンパークライン｢新船橋駅｣下車徒歩2分）

■▶ P13

お腹も

満たそ
う! ふなばし名店グルメ

10：00～16：00 ❶ 天沼弁天池公園噴水広場

タイ屋台で食べられている麺料理を、本
格的なアジア料理で有名なお店の監修で
ご提供。

音
楽
を
楽
し
む
お
伴
に
、船
橋
の
名
店
が

　
監
修
す
る
、こ
だ
わ
り
の
メ
ニ
ュ
ー
を
。

コ
レ
ぜ
っ
た
い
う
ま
い
や
つ
だ
！

タイラーメン（500円）
監修：アジア食堂 ジェーン

神戸｢ぼっかけ｣
　牛すじ煮込み（500円）
監修：そ。

船橋市本町2-10-29
TEL 047-437-1119
18：00～3：00（L.O.2:00）
※日曜日は0：00まで（L.O.0：00）
不定休

牛すじとこんにゃくを、しょうゆやみりんで
甘辛く煮る｢ぼっかけ｣。
食糧不足の戦後に、兵庫県神戸市で考案
されたのが始まりだそうです。

船橋市南本町8-25
TEL 047-495-6269
11：30～14：30、

17：30～22：00
日・祝日休

※写真は一昨年の様子

お店情報

お店情報

他にもメニューがあるかもよ！ お楽しみに。
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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

ふなばしミュージックストリートイメージソング
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
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スタンプラリー台紙
各会場で、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。
集めたスタンプの数で、いろいろな景品と引き換えます。
※会場の場所はP2～3のマップで確認してください。
※イベントの詳細はP14をご覧ください。

天沼弁天池公園
噴水広場

❶
船橋グランドホテル
1階｢カフェグランデ｣

❷

船橋駅北口
おまつり広場

❸
東武百貨店船橋店

8階屋上

❹
船橋市民文化創造館
(きららホール)

❺
京成船橋駅フェイスビル

連絡デッキ

❻
Live酒場バディーズ

❼

船橋市勤労市民センター

❽
ジャズバーCoquelicot

❾
スタジオパックス船橋店

10
スクエア21ビル前

11
船橋市民文化ホール
※景品抽選会場

12

うたごえライブハウス
ゴリ

13
ビビット南船橋
｢アトリウム広場｣

14
ららぽーとTOKYO-BAY

｢東の広場｣

15
IKEA Tokyo-Bay

16
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本社 船橋市高根町 2649-1  

せいしんの安心葬儀 

   

  

 

 

 

 

 

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

Facebook｢お茶のすがはら園｣で検索 

  

 

 

 

お買物はお近くの商店会へ 

（安心、安全な、街づくり） 

 

ご協賛ありがとうございますご協賛ありがとうございます

 

いにしえの中宿より親しまれて 140年 

  船橋市本町通り 

森田呉服店 

tel 047-422-2028 
http://www.diamond-service.jp/morita/

い
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船橋市湊町 2- 5- 19 

電話 047-406-3719 

ランチ 11:30～14:00 

ディナー 17:30～21:00 

定休日 月曜日 

映画[きらきら眼鏡]記念創作メニュー 
「きらきら御膳」小松菜ハイボール付き

[ 

一九 西 船 橋 TEL 047-432-1919 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
一九 船橋南口本店 TEL 047-409-5522  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画[きらきら眼鏡]記念創作メニュー 
「きらきら御膳」小松菜ハイボール付き

[ 

一九 西 船 橋 TEL 047-432-1919 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
一九 船橋南口本店 TEL 047-409-5522  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

おと(音)・ひと(人)・こと(言)をつなぐ 
 

  プロジェクト ダモーレ 

 

Project d’amore 

 

 
 

Since 1955 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

船橋市本町 電話 —

ラ ン チ ～

ディナー ～

定休日 日曜日ですが

10月21日

本日営業中  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocean Seafood LASISA DINING 船橋 

 

第 5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 

若松団地祭り実行委員会 
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TEL 090-7264-3515
イベント当日のお問い合わせ先 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
TEL 047-436-2894
bunka@city.funabashi.lg.jp （船橋市教育委員会文化課内）

ご来場ありがとうございました。

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、約200人のボランティ
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。
今年の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「撮影隊」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!!

すみだストリートジャズフェスティバル　全国バンド図鑑　どこもかしこもストリートライブin高崎
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　Live酒場バディーズ
ジャズバーCoquelicot　スクエア21ビル管理組合　うたごえライブハウス ゴリ　ビビット南船橋
ららぽーとTOKYO-BAY　IKEA Tokyo-Bay

森のシティ自治会　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

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

ご協力ありがとうございます


