２００７年 ９月 １４日
ニュースリリース
「第２回渋谷音楽祭」開催のお知らせ

－ 3 little words Campaign 2007 「こんにちは。ありがとう。ごめんなさい。」 －
特定非営利活動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

特定非営利活動(NPO)法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会（理事長：志村清一、アドバイ

ザー： 安藤忠雄/建築家、オブザーバー： 渋谷区）、渋谷音楽祭実行委員会は、本年１１月
１１日（日）に、「第２回渋谷音楽祭」を渋谷 C.C.Lemon ホールおよび屋外３会場にて開催いた
します。
心を伝え、人と人とが繋がるきっかけとなっていくことを願い、テーマである 3Little Words
「ありがとう。こんにちは。ごめんなさい。」のメッセージを、渋谷のまちから発信していきます。
コミュニケーションを大切にし、人と社会が向き合う姿勢を正すため、様々なジャンルの音楽
が渋谷のまちで奏でられます。今年から、ダンスやアートによる表現も始まり、渋谷音楽祭は、
心の豊かさを育み、「人」それぞれが文化を創造していきます。
本趣旨に賛同の甲斐よしひろさんをフラッグアーティストに迎え、世代を超えて、渋谷ライブ
ハウスからの推薦アーティスト達と共にメッセージを発信していきます。マークシティ会場では、
ダンスによりエネルギッシュ、かつ楽しく打ち出していきます。また、アートにおいては、文化
庁メディア芸術祭上海展や Sonar 2007(ｽﾍﾟｲﾝ)、Ars Electronica（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）など、世界で活
躍する近森 基さん(plaplax 代表)が趣旨に賛同し、アートディレクターとして参加。 躍動感溢
れ、力強いメッセージが表現されたポスターが渋谷のまちから展開されていきます。
なお、渋谷のまちの中では、関連コンサートやイベントも開催され、同じテーマの下に様々
なジャンルの音楽シーンが展開されます。
「第２回渋谷音楽祭」開催概要、協力ライブハウス一覧、ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづく
り協議会概要は、それぞれ<別紙１> <別紙２> <別紙３> をご参照下さい。
本日この資料は、都庁記者クラブに配布しています。
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（お問合せ先）
ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会事務局 担当 ：川上
東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 2 号館 626 号
TEL：03-3463-8826 FAX：03-3463-9665 E-mail：co-action@shibumachi.com

＜別紙１＞
「第２回渋谷音楽祭」 開催概要
●開催日：

２００7 年１１月１１日（日）

●会場等：

【音楽ライブ】
○ 渋谷C.C.Lemonホール 開場 /１５：００ 開演 /１５：３０
出演 / 甲斐よしひろ、渋谷ライブハウス推薦アーティスト
入場料 / [全席指定 ２,５００円]
※チケットは９月２８日(金)より、チケットぴあ、イープラス、ローソンで発売予定

○ マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ 開演時間未定 [無料]
出演 / 渋谷ライブハウス推薦アーティスト
○ ＳＨＩＢＵＹＡ１０９前 開演時間未定 [無料]
出演 / 渋谷ライブハウス推薦アーティスト
【ダンスパフォーマンス】
○ 渋谷マークシティ・イースト１Ｆ 開演時間未定 [無料]
●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、日本放送協会、東京商工会議所渋谷支部

●協

賛： 株式会社伊藤園、キユーピー株式会社、キリンビール株式会社、
株式会社東芝、東京ガス株式会社、東京急行電鉄株式会社、
東急不動産株式会社、日本システムウエア株式会社、日立マクセル株式会社、
日本たばこ産業株式会社、株式会社ナチュラルステーション

●特別協力： 株式会社エフエム東京
●協

力： 渋谷 26 ライブハウス（別紙２）、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、株式会社Ｊ-ＷＡＶＥ、東京コミュニケーショ
ン放送株式会社、横浜コミュニティ放送株式会社、株式会社ミュージック・オン・
ティーヴィ、株式会社スペースシャワーネットワーク、エム・ティー・ヴィー・ジャパ
ン株式会社、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社シブヤテレビジョ
ン、株式会社キューフロント、株式会社パス・コミュニケーションズ、ぴあ株式会
社、ヤマハ株式会社、株式会社ヤマハミュージック東京渋谷店、東京フィルハー
モニー交響楽団、株式会社渋谷マークシティ、株式会社丸井渋谷店、株式会社
東急モールズデベロップメント、株式会社東急百貨店、株式会社セルリアンタワ
ー東急ホテル、デュオ・ミュージック・エクスチェンジ、株式会社ライツスケール、
ＪＺＢｒａｔ、ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ ＦＩＲＳＴ、東京スクールオブミュージック専門学校渋
谷、東京ダンス＆アクターズ専門学校、小田急バス株式会社、京王電鉄バス株
式会社、東急バス株式会社、株式会社イーウェル

●関連イベント、コンサート：
【１１月１０日(土)】
○ ドラムサークル（渋谷マークシティ・イースト１Ｆ） [無料]
○ ジャズライブ（東急百貨店本店前） [無料]
【１１月１１日(日)】
○ 東京フィルハーモニー交響楽団定期演奏会
（Bunkamura オーチャードホール） [有料]
●その他：

渋谷音楽祭ウエブサイト http://shibuon.com/
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＜別紙２＞

協力ライブハウス一覧(五十音順)

ライブハウス名

TEL

URL

1

青い部屋

03-3407-3564

http://www.aoiheya.com/

2

WASTED TIME

03-3461-8383

http://www.wastedtime.jp/

3

GUILTY

03-3770-1130

http://www.guilty.ne.jp/

4

club asia

03-5458-2551

http://www.clubasia.co.jp/

5

SHIBUYA KABUTO

03-3463-6699

http://www.livehouse-kabuto.com

6

SHIBUYA24 GIG-ANTIC

03-5466-9339

http://www.gig-antic.co.jp/

7

shibuya eggman

03-3496-1561

http://www.eggman.jp/

8

Shibuya O-EAST

03-5458-4681

http://www.shibuya-o.com

9

Shibuya O-WEST

03-5784-7088

http://www.shibuya-o.com

10

Shibuya O-nest

03-3462-4420

http://www.shibuya-o.com

11

Shibuya O-Crest

03-3770-1095

http://www.shibuya-o.com

12

SHIBUYA DESEO

03-5457-0303

http://www.deseo.co.jp/

13

渋谷アピア

03-3464-9590

http://apia-net.com/

14

渋谷 club 乙-kinoto-

03-3780-1010

http://kinoto.jp/

15

渋谷クラブクアトロ

03-3477-8750

http://www.club-quattro.com

16

渋谷 CYCLONE

03-3463-0069

http://www.yaneura.co.jp//

17

渋谷屋根裏

03-3477-6969

http://www.yaneura.co.jp/shibuya-yaneura/

18

渋谷 DUO

03-5459-8716

http://www.duomusicexchange.com/

19

渋谷 RUIDO K2

03-3462-5310

http://www.ruido.org/k2/

20

TaU KITCHEN

03-5784-8088

http://www.deseo.co.jp/taukitchen/

21

TAKE OFF 7

03-3477-5876

http://www.remus.dti.ne.jp/~kox

22

PLUG

03-5428-9188

http://www.shibuya-plug.tv/

23

La.mama

03-3464-0801

http://www.lamama.net

24

LIVE HOUSE LOOP

03-3797-9933

http://www.live-loop.com/

25

ライブハウス「多作」

03-3406-8051

http://www.tasaku.com/

26

7th FLOOR

03-3462-4466

http://7thfloor.web.fc2.com/
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＜別紙３＞

ＮＰＯ法人渋谷駅周辺地区まちづくり協議会概要

所在地

：

東京都渋谷区道玄坂 2-10-7 新大宗ビル 2 号館 626 号
TEL：03-3463-8826 FAX：03-3463-9665

理事長

：

志村 清一

アドバイザー： 安藤 忠雄（建築家）
オブザーバー： 渋谷区
認証日

：

２００４年７月２２日

会員数

：

10４（団体１８、個人８６）

目 的

： （定款第３条より）
この法人は、渋谷駅周辺地区を利用する人を対象として、当該地区の将来ある
べき姿について、調査、研究、啓発、提言、並びに各種支援に関する活動を行い、
当該地区をより住みたい街、働きたい街、楽しみたい街とするべく、人が主役の
文化と変化を感じる安全で安心できるまちづくりを形成することにより、当該地区
のまちづくりに貢献することを目的とする。

ホームページ： http://www.shibumachi.com
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