２００９年１０月１６日
＜報道関係各位＞

「第４回渋谷音楽祭」開催
〜 3 little words Campaign 2009 「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：鈴木育延）、渋谷音楽祭実行

委 員 会 （委 員 長 ：大 西 賢 治 ）では、本 年 １１月 ７日 （土 ）、８日 （日 ）に、「第 ４回 渋 谷 音 楽 祭 」を
渋谷 C.C.Lemon ホールおよび屋外複数会場で開催いたします。
第 4 回渋谷音楽祭のテーマは、「3 little words Campaign 2009」です。
相手への気持ちや心の姿勢を伝える大切な 3 つの言葉、「こんにちは」・「ありがとう」・「ごめんなさい」。
この言葉を心から伝えることから繋がっていく人と人の輪、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。
本趣旨に賛同のギタリスト・アレンジャー・音楽プロデューサーとして幅広く活躍する鳥山雄司さん、
優れた歌唱力の人気女性アーティストの渡辺美里さんがフラッグアーティストとして参加し、人への優し
い想いが込められた演奏と歌声がメッセージとなり、多くの人々の心を魅了します。
渋谷のまちの様々な場所が屋外会場となり、アーティストやダンサー、ボランティアのスタッフたちが
参加して交流し、音楽やダンスなどを通じて、3 little words のメッセージを元気に発信していきます。ア
ートでは、世界で活躍の近森基さん（plaplax 代表）が参加。キャラクターのサルがデザインされたポスタ
ーが、渋谷から楽しく展開していきます。
なお、渋谷のまちでは当音楽祭の関連コンサートが開催され、同じテーマのもとに様々な音楽シーン
が展開されます。
「第４回渋谷音楽祭」開催概要、参加アーティスト、協力ライブハウス一覧は、<別紙１〜３> を、ご参
照下さい。
以

（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、筌場（ｳｹﾊﾞ）
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

上

＜別紙１＞
「第４回渋谷音楽祭」 開催概要
●開催日：

２００９年１１月７日（土）、８日（日）

●会場等：

【１１月７日(土)】
○渋谷C.C.Lemonホール

開場／１５：００〜 開演／１５：３０〜

出 演／渡辺美里、鳥山雄司、渋谷ライブハウス推薦アーティスト
チケット料金／２，５００円(指定席)
［９月２７日（日）より、ぴあ、ローソンチケット、イープラスなどで発売予定］
［お問い合わせ先／ディスクガレージ03-5436-9600 （平日12:00〜19:00）］
○マルイシティ渋谷・１Ｆプラザ 開演／１３：００〜（予定）
出演／渋谷ライブハウス推薦アーティスト
○渋谷マークシティ・イーストモール１Ｆ 開演／１４：００〜（予定）
内容／音楽ライブ
○渋谷駅東口跨道橋 開演／１３：００〜（予定）
内容／音楽ライブ
【１１月８日(日)】
<道玄坂周辺交通規制地区>
○ SHIBUYA109前 開演／１２：３０〜（予定）
出演/神奈川県警察音楽隊（吹奏楽、ドリル）
○SHIBUYA109 開演／１３：３５〜（予定）
出演/渋谷ライブハウス推薦アーティスト
○道玄坂通り 開演／１３：２０〜（予定）
内容/ビッグバンド、ジャズ
○文化村通り 開演／１３：２０〜（予定）
内容/パーカションライブ、ダンス
※小雨決行（荒天の場合は中止）
●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、東急カード株式会社、
東急不動産株式会社、東京ガス株式会社、東京急行電鉄株式会社、
東京電力株式会社、株式会社東芝、日本システムウエア株式会社、
株式会社ローソン、キリンビール株式会社、グリーンコア株式会社、
東芝エレベータ株式会社、東芝ライテック株式会社

●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 27 ライブハウス（別紙２）、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、エム･ティー･ヴィー・
ジャパン株式会社、株式会社スペースシャワーネットワーク、株式会社ミュージック・オン・
ティーヴィ、株式会社エフエム東京、東京コミュニケーション株式会社、横浜コミュニティ放送
株式会社、株式会社Ｊ-ＷＡＶＥ、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、株式会社シブヤテレビジョン、シブヤ経済新聞、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、東急セミナーBE 渋谷校、JZ Brat、シダックスレスト
ランマネジメント(株）、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、東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社、
日本たばこ産業株式会社、株式会社セルリアンタワー東急ホテル、株式会社東急百貨店、
株式会社そごう・西武、株式会社パルコ、株式会社東急ハンズ、株式会社東急コミュニティ
ー、東急ファシリティサービス株式会社、小田急バス株式会社、京王バス東株式会社、東
急バス株式会社、株式会社イーウェル他
●関連コンサート：
【１１月７日（土）〜８日(日)】
○音楽ライブ（JZBrat） [有料]
【１１月８日(日)】
○音楽ライブ（マルイシティ渋谷） [無料]
○音楽ライブ（TOKYO MAIN DINING） [有料]
○ハープミニコンサート（セルリアンタワー東急ホテル ロビー）［無料］
【１１月２２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]
●放映予定：
イッツ・コミュニケーションズ株式会社にて後日放映予定

●公式ホームページ：

http://shibuon.com/

以
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＜別紙３＞

協力ライブハウス一覧

ライブハウス名

TEL

URL

1

WASTED TIME

03-3461-8383

http://www.wastedtime.jp/

2

aube shibuya

03-5459-2896

http://aube-shibuya.com

3

GUILTY

03-3770-1130

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

4

club asia

03-5458-2551

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

5

クロコダイル

03-3499-5205

http://www.crocodile-live.jp/

6

shibuya eggman

03-3496-1561

http://www.eggman.jp/

7

Shibuya O-EAST

03-5458-4681

http://www.shibuya-o.com

8

Shibuya O-WEST

03-5784-7088

http://www.shibuya-o.com

9

Shibuya O-nest

03-3462-4420

http://www.shibuya-o.com

10

Shibuya O-Crest

03-3770-1095

http://www.shibuya-o.com

11

SHIBUYA CYCLONE

03-3463-0069

http://www.cyclone1997.com/

12

SHIBUYA DESEO

03-5457-0303

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

13

shibuya LUSH

03-5467-3071

http://www.toos.co.jp/lush/

14

HOME

03-5774-5822

http://www.toos.co.jp/home/

15

渋谷 club 乙-kinoto-

03-3780-1010

http://kinoto.jp/

16

渋谷クラブクアトロ

03-3477-8750

http://www.club-quattro.com

17

渋谷チェルシーホテル

03-3770-1567

http://www.chelseahotel.jp

18

渋谷屋根裏

03-3477-6969

http://www.shibuya-yaneura.com/

19

渋谷 RUIDO K2

03-3462-5310

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

20

7th FLOOR

03-3462-4466

http://7th-floor.net/

21

TAKE OFF 7

03-3477-5876

http://www.kox-radio.jp/to7-top.html

22

DUO Music Exchange

03-5459-8716

http://www.duomusicexchange.com/

23

LIVE HOUSE KABUTO

03-3463-6699

http://www.livehouse-kabuto.com

24

LIVE HOUSE LOOP

03-6277-5032

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

25

ライブハウス「多作」

03-3406-8051

http://www.tasaku.com/

26

PLUG

03-5428-9188

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

27

La.mama

03-3464-0801

http://www.lamama.net

以

上

