
年に1回くらいは渋谷の真ん中で自由に音楽できる日があったら素敵じゃ
ないか！とはじまった「渋谷ズンチャカ！」は、まちが舞台の “みんなでつ
くる” 音楽フェス。渋谷のいたるところに、ステージやセッション、ワーク
ショップが出現！ここでは演奏する人も聴く人もノーボーダー。音楽に詳し
いとか楽器ができるとか関係なく、世代や国籍の違いも飛び越えて、音楽
したい！と思った誰でもが楽しめます。楽器を持ってきても、手ぶらでも、
楽しみ方は人それぞれ。「渋谷ズンチャカ！」の主役はあなたです。歌った
り、奏でたり、踊ったり、聴き惚れたり…、思い思いのスタイルでズンチャカ！
しませんか？

A diverse, free, happy, open, borderless, with full of opportunities for 
encountering new music, performance and people, relaxed, yet offers a 
lot of potential... Shibuya Zunchaka! is just a fun event ! Whether you are 
familiar with music or not, can play a musical instrument or not, are a good 
singer or a bad singer. It does not matter. We want to offer a place where 
people can genuinely enjoy music from the bottom of their hearts beyond 
age, nationality or cultural difference. At the event, youʼll not only listen 
to the music performed by people, but you can also sing a song or play 
a musical instrument by yourself. Weʼll make our own sounds. Letʼs get 
together in Shibuya and create such a festival ourselves.

2018.9.9 sun 11:00-18:00

ハチ公前広場、渋谷センター街、渋谷区役所仮庁舎前、
キャットストリート（旧渋谷川遊歩道路）、神宮前交差点 ほか
Hachiko Plaza, Center Gai Street, Shibuya City Office, Cat Street, 
Jingumae intersection and more.

会場  Venue

小雨決行・荒天中止  ※雨天等により、一部プログラムに変更・中止の可能性があります。

   セッション&ワークショップ 音楽に詳しくなくても演奏ができなくても、誰もが音を楽しめるのが「渋谷ズンチャカ！」の醍醐味。さあさあ好きな感じで音楽しよう。 詳しくはWebサイトへ

▲ ▲

shibuya-zunchaka.com

9月8日（土）19:00-19:30 

ズンチャカ！前夜祭
「渋谷ズンチャカ！2018」の開催を祝してのご挨拶とともに、公募で集
まった4組の皆さんによる、多様で自由でハッピーでオープンでノー
ボーダーなショーケースLIVE！
出演  ヨキョーズ／うつけ！助彪／mochico／イケマー＆ホイホイボーイズ

11:00-11:15 

2018 開幕コラボLIVE！
今年のオープニングを飾るのは、多彩多様なズンチャカ！らしく、音楽ジャ
ンルをひょいっと飛び越えた異種コラボ。「激烈技巧×超絶歌唱」と「キッズ
JAZZ×スムースRAP」をどうぞ！
出演  Gravy Train×Jewels／サファリパークDuo×BEA凸CREW

10:00-17:00 （売り切れ次第終了）

世界のコーヒーと食べる楽器
世界のちょっと変わった飲み方のコーヒーと楽器クッキーを販売します。
コーヒーは1時間毎に国が変わります。シブヤ大学「世界を食べるゼミ」によ
るズンチャカ！らしい休憩をどうぞ。

11:30-17:00 （売り切れ次第終了）

カレー&ビール「ZUN-CHA-CURRY♪」
1日だけの青空カレーショップ。街で鳴っている“シブヤの音”を隠し味
に、多様で自由でハッピーなスパイスのハーモニーをあなたに。ミニ楽
器も販売中。楽器をお持ちの方は50円引き！

16:00-16:30 

みんなで替え歌
作詞って難しそう…。そんな方でも大丈夫！「森のくまさん」のメロディ
にのせて、この日限りの替え歌をみんなでつくろう！誰が替えたか知
らないが、歌ってみれば確かに名曲！かも？
ファシリテーター  サボテンサトシ　  30名　※15:30より現地にて先着順で受付

11:30-17:00 

“ズンチャカ！式”体力測定
懐かしの「反復横跳び」「垂直跳び」「長座体前屈」などを“ズンチャカ！式”に。体力だけ
でなく楽器を使ってリズム感も測定できる？！今までにない楽しい体力測定をどうぞ！
※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）

11:30-17:00 

みんなでつくろう♪ズンチャカ！ジングル
各ステージの演奏前に流している「ジングル」。これ実は昨年のズン
チャカ！当日に皆さんから集めた音でつくっています。よかったら
来年用に音をください。鼻歌だって大歓迎！
※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）

11:30-16:45 

手ぶらでズンチャカ！
公園内にバンドセットを用意しました。今年はなんとカラオケも！手ぶ
らでも、楽器持参でも、ふらりとズンチャカ！しませんか？初心者も久し
ぶりさんも大歓迎！皆さん優しく合わせてくれるはず（よろしくお願いしま
す！）。はじめましてでズンチャカ！セッション。幸福な混沌が理想です。
協賛  JOYSOUND　※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）
※受付にて参加者用のリストバンドをお渡ししますので着用してご参加ください。
※場内のホワイトボードに、やってみたいパートや楽曲などを記入していただけ
ると、スタッフがそちらを参考にご案内いたします。

11:30-16:15 

決め曲セッション
挨拶がわりにセッションしましょう。1曲あわせりゃもう音楽仲間！今年はこの3曲。
知ってる人はもちろん、あまり知らないって人もよかったら聴いてみてください。
どれも名曲ですよ。

 STAND BY ME / Ben E.King　Smells Like Teen Spirit / Nirvana
September / Earth,Wind & Fire　※随時参加OK！（希望者が集まり次第セッションしましょう）

11:30-16:15 

はじめてのエイトビート
「やってみたいけどなかなか機会がない…」そんな声の多いドラムで
すが、基本の“エイトビート”を、はじめての方でも叩けるようスタッフ
がサポートします！ 初挑戦、待ってまーす。

 8名（先着）　※11:30より現地にて予約受付開始（体験時間：約30分）

11:30-16:15 

ループでズンチャカ！
“サウンド・オン・サウンド”、一人多重録音のできる機材「ルーパー」ですが、
みんなで使うのも楽しいです。一人ずつ音を重ねて時間差セッションや音
のゲームなど、可能性は無限大！
※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）

11:30-16:15 

バケツドラムの世界
バケツっていい音が鳴るの知ってましたか？いくつか置いときますので、ぜ
ひ叩いてみてください。もちろんセッションにも使えます。くれぐれも自分
のお家に連れて帰らないでください。
※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）

16:15-16:45 

手ぶらでズンチャカ！総集編
～〆の大合奏
幸福な混沌ゆえに斜め上なミラクルが起こりがちな本エリ
アの1日をトークや演奏で振り返りつつ、最後は「September / 
Earth,Wind & Fire」の大合奏。歌や手拍子での参加も大歓迎！
※気になった方は、16:15に現地にいてくれたらなんとかなります。

11:30-16:30 

みんなのピアノ
路地裏の歩行者天国にアップライトピアノを持ってきました。ご自由に
お弾きください。ひっそりでもノリノリでも、ひとりでもみんなでも、
あなたなりのピアノを楽しもう。　※12:00～と16:00～、ニギヤカシあり。
協力  ヤマハミュージックジャパン

11:30-16:30 

ギオンフェスティバル in シブヤ
「ズギャーン」「ぽわーん」等、漫画や会話の中で使われる「擬音」。
その擬音のフェスです。複数の擬音カードで未知の擬音をつくり
だし、その意味を想像するアナログゲームで遊ぼう！
協力  するめデイズ http://ajinoaru.everyday.jp/　 年齢  小学生以上
※随時参加OK！（ゲームの切れ目でご案内します）

11:30-16:30 

ズンチャカ！電工
線をつなげばあっという間に電子楽器の出来上がり！「ズンチャカ！」
のお土産に、自分で作った手のひらサイズの楽器はいかがですか？
（数に限りがあるのでお早めに！）

 300円（材料費）　※随時参加OK！（製作時間：約20分）

15:00-15:45 

路上ミュージカル！
街なかが劇場に！キャットストリートを舞台に、ミュージカル
シーンで活躍中の俳優さんたちによる圧巻の路上パフォーマン
ス！ミュージカルの心地よさを、存分にお楽しみください。
出演  Out Of Theater　※15:00よりヨンデル像裏からスタート／15:30～15:45 道路中央公園

11:30-11:50／12:30-12:50／13:30-13:50／14:30-14:50／16:05-16:25 

神出鬼没！野良猫のステージ
人がステージを行き来するのではなく、ステージそのものが動いていく
サーカスみたいな「移動式ステージ“野良猫”」が今年もキャットストリート
に出没。自由気ままに通りをフラフラします。
※14:30～の回は渋谷MODI裏にて行います。

12:00-13:00／14:00-15:00／16:00-17:00 

屋台DJ
カラフルな屋台が突如現れ、心地よい音楽と渋谷の音を運びます。
今年は、DJ KEN-ONEさんのスクラッチワークショップも開催。一緒に
まちなかでDJ体験しませんか？ キャットストリートを探してみてね。
協力  DJ KEN-ONE　※12:00～の回は美竹公園にて行います。

11:00-16:00（最終受付：15:30） 

オリジナル楽器づくり実験室
 01 TBSハウジング東京ホームズコレクション

木材と空缶でつくる「ウォッシュボード」、塩ビ菅でつくる倍
音の「不思議笛」、ばねでつくる「サンダードラム」、ひょうたん
を使った「マラカス」など、ワクワクの楽器づくり実験室。

 20名（先着）　 年齢  低学年のお子様は保護者同伴　  無料
講師  むらさきmusicラボ　※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）
協力  TBSハウジング東京ホームズコレクション

12:00-13:00／13:00-14:00／14:00-15:00 

あなただけの「王冠タンバリン」を作ろう！
 02 東急ハンズ渋谷店

身近にある王冠を使ってオリジナルのハンディタ
ンバリンを作ろう。こんなシンプルなものでもたく
さん集まったら面白い楽器になる!?作った楽器を
持ってズンチャカ！に参加しよう。

 各回 先着6名（計18名）　 年齢  低学年のお子様は保護者同伴　  500円
 協力  東急ハンズ渋谷店　※WEBにて事前申込制（当日欠員あれば現地にて追加募集）

11:30-17:30 

弾いてみよう♪みんなの楽器広場
 03 恵比寿ガーデンプレイス

エレクトーンやサックス、フルートなどなど色んな楽器が大集
合！はじめてさん・おひさしぶりさんも大歓迎。気になる楽器
を弾くのも、ステージを観るのもお好きなスタイルでどうぞ。
協力  ヤマハミュージックジャパン
※随時参加OK！（約5分ずつ、順番にお声掛けします）

11:05-11:20／14:45-15:00 

ズンチャカ！キッズパレード
 03 恵比寿ガーデンプレイス

恵比寿ガーデンプレイスをズンチャカ練り歩きたい
キッズは恵比寿に集合！会場にあるピアニカや打
楽器などを使った簡単な合奏レクチャーを受けて、
パレードダンサーと一緒に練り歩こう♪

 10名（先着）　※低学年のお子様は保護者同伴
協力  D-note／ヤマハミュージックジャパン　※当日会場にて先着受付

11:30-17:30 

ゆるミュージック？！体験
 03 恵比寿ガーデンプレイス

楽器が苦手でも、誰でも楽しめる「ゆるミュージック」。
今回は腕時計の様な形で踊る様に音楽を奏でられる未来の楽器が体験できます！　
12:00～12:30は多彩な“ゆるミュージックパフォーマンスショー”もお届けします♪
出演  佐藤ひらり／かんばらけんた／踊るラッキーボーイ想真
協力  一般社団法人Get in touch

11:30-17:30 

恵比寿ズンチャカ！縁日
 03 恵比寿ガーデンプレイス

ストリートカルチャーの魅力である「peace」「love」「unit y」
「having fun」を盛り込んだ、参加型ブースをお届けします♪ダン
ス、メイクアップ、グラフィティ、DJ、縁日など。 ステージではダ
ンスワークショップも開催！

 30名（先着）　協力  ロレアル パリ／ラ ロッシュ ポゼ／湘南美術学院／MONK／だんきち
制作運営  D-note　※随時参加OK！（スタッフまでお声掛けください）

11:45-17:00 

幡ヶ谷アコースティックサンデー
★ 六号坂上公園（渋谷区幡ヶ谷3-1-1）
渋谷すべてのまちなかに音楽の輪を広げたいという思
いを込めて、幡ヶ谷での野外フリーコンサートを企画
しました。芝生が心地よい公園でゆっくり音楽を楽し
みましょう！
企画  m and h records

1回目 11:15-11:45　2回目 13:45-14:15 

DJ 盆 DANCE
さあさあ、みんなで楽しく盆踊り...なのですが、やぐらの上には太鼓ではな
くDJブース！サンバ、ディスコ、盆踊りなどなど、ジャンル問わず、こどもも大
人もみんなで踊ろう！

DJ  珍盤亭娯楽師匠　※随時参加OK！

1回目 12:00-12:30　2回目 15:45-16:15 

私を甲子園に連れてって
渋谷が甲子園に大変身!?ブラスバンドの音に合わせて応援されるも
よし、するのもよし。はたまた楽器を持ってきて一緒に演奏するのも
ぜひ。みんなで大応援を体感しよう！
演奏  古屋ひろこ 他

12:30-13:30 

親子でたたこう世界のたいこ
おとうさん聞いて！おかあさん変な音がする！　輪になって、世
界のいろんなたいこをたたいてみよう。たたけばカンタンに音が
鳴るたいこで、大人もこどももみんな一緒にリズムを楽しもう！
ファシリテーター  KEN　  30名　 年齢  6～12歳
※事前申込制（空いていれば当日も受付）　※親子でご参加ください

13:30-16:30 

親子のおはなしの国
ズンチャカ！を楽しみ、心に残ったことを、親子でゆっくりと語
り合ってみませんか？ 絵を描いたりお話をしたり、ファシリテー
ターがじっくりと対話のサポートをします。

13:30-13:45 

RADIOズンチャカ！
渋谷ズンチャカの今をお届けするラジオ番組「RADIOズンチャ
カ！」演奏後のアーティストをゲストにお呼びしたり、コンテンツ
の生中継を中心にズンチャカの熱狂をお届けします！
※視聴用URLは公式Webサイトをご参照ください

14:30-15:30 

音のから騒ぎ
嗚呼、面白きかな音楽人生！　多様な音楽・多彩な演奏スタイルに溢れる
「まちなかステージ」出演者さん同士による音楽トークセッション。どんな
話になるかは当日のお楽しみに。

17:00-18:00 

ズンチャカ！フィナーレ♪
17時になったら全員集合！　毎年恒例100人超えの大ごった煮セッ
ション。やぐらを囲み日没までみんなで音をかき鳴らします。楽器
初心者も上級者も、手ぶらでも楽器持参でもOK。全員で
ズンチャカ！しましょう♪ 今年もキリン一番搾りで音楽に乾杯！
出演  渋谷ズンチャカ！2018オールスターズ （and you！）

 The Chicken / Alfred Ellis
September / Earth,Wind & Fire
日曜日よりの使者 / THE HIGH-LOWS
※途中からでも参加OK！
協賛  KIRIN　※乾杯ドリンクは会場にて先着240名（成人の方！）に配布
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ビンゴdeズンチャカ！   総合インフォメーション
渋谷ズンチャカ！を巡る“手掛かり”に、このミッション系ビンゴカード
をどうぞ。どこから行こう？なにしよう？そんな方におすすめ。「ビン
ゴ！」になったら面白景品プレゼント！

ハモってジングル
楽しい演奏会のはじまりの合図「ジングル」。今年のズンチャカ！では、 
ハモってジングル隊がどこかの「まちなかステージ」にひょっこりあら
われて、ジングルを歌います。

「渋谷ズンチャカ！」は、運営だけでなく企画を考えるところから、
有志で集まったボランティア（“チーム・ズンチャカ！”と呼んでいます）の手で
つくられています。「8割の＂いいね”よりも、1割の熱狂！」を合言葉に、
チーム・ズンチャカ！自身の手で1年がかりで準備してきた
セッション＆ワークショップから、公募で集まった多彩で多様すぎる
ズンチャカ！楽団たちによる12ヶ所のまちなかステージ、
そしてズンチャカ！に共感した皆さんが自主開催する

「渋谷＂音鳴り”サンデー」企画たちまで、
今日の渋谷は＂1日だけの音楽開放区”。
さあ、音楽で渋谷のまちを
楽しみ尽くそう！

多様で自由でハッピーでオープンでノーボーダーで、

音や人との新たな出会いと驚きときっかけにあふれ、

ゆるさと余白があってJust Fun！な

みんなでつくる、まちの音楽祭

渋谷ズンチャカ！の
写真、感想、発見など、

ぜひSNSで発信してください！
ハッシュタグは

「#渋谷ズンチャカ」。
当日、オンタイムのつぶやき

大歓迎です！

渋谷ズンチャカ！にメインエリアはありません。
あなたが音を楽しむその場所こそが、渋谷ズンチャカ！の“真ん中”。
気になる“楽しみ方”を手掛かりに、思い思いにズンチャカ！しよう。

音楽ワークショップ
音楽経験のない人でも

気軽に楽しめる！

まちなかステージ
渋谷のあちこちで

ライブ＆パフォーマンス！

だれでもセッション
その場に居合わせた
みんなでズンチャカ！

音のサプライズ
えっ！こんなところから

音楽が！

区役所前「大セッションやぐら」
神宮通公園「手ぶらでズンチャカ！」へ

犬・門・柱・港・黒・緑・憩・煌
通・天・像・猫のステージへ

美竹公園「音楽オアシス」
渋谷MODI裏「まちかど文化系」へ

どこで出会えるか？
お楽しみに！

思い思いに楽しんだら、

フィナーレはみんなで盛り上がろう！

17:00になったら、区役所前「大セッションやぐら」に集合！

渋谷ズンチャカ！とは？

What is Shibuya Zunchaka?
渋谷ズンチャカ！の楽しみ方How to enjoy Shibuya Zunchaka!

　  ハチ公前広場 「犬のステージ」犬
SHIBUYA

　  美竹公園 「音楽オアシス」
SHIBUYA

　  渋谷MODI裏 「まちかど文化系」
SHIBUYA

　  渋谷区役所 仮庁舎前 「大セッションやぐら」
SHIBUYA

　  神宮通公園 「手ぶらでズンチャカ」
HARAJUKU

　  キャットストリート（旧渋谷川遊歩道路）猫
HARAJUKU

ま

大

音 手 Collaboration!!

渋谷“音鳴り”サンデー
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犬のステージ
ハチ公前広場

柱のステージ
渋谷マークシティ1F

イベントスクエア

Concept Stage「ぶっとんだ歌」

港のステージ
ZARA渋谷店前 荷卸し場脇

憩のステージ
café 1886 at Bosch

緑のステージ
神宮通公園（渋谷側）

Concept Stage「ぶっとんだ技」

煌のステージ
きらぼし銀行 原宿支店前

通のステージ
神宮前交差点渋谷側

広告スペース

Concept Stage「静けさと黄昏」

天のステージ
東急プラザ表参道原宿6F

おもはらの森

像のステージ
ヨンデル像前

11:00-11:15
2018 開幕コラボLIVE！
出演  Gravy Train×Jewels
サファリパークDuo×BEA凸CREW

11:15-11:45
ライブペインティング

「ズンチャカ！の1日」
完成後は犬のステージに
飾ります

11:45-12:00
Musicolune feat. 
Yumikoteradance
世界に一つだけの美しく新しい
ダンスミュージック☆

11:45-12:00
チームリベルタ
実力派ボーカリスト4人の
熱いステージをお楽しみに！

11:45-12:00
Vintage Child
ジャンルの垣根を超える
インストバンド

11:45-12:00
渋谷乗泉寺吹奏楽団
お寺を拠点に活動する
吹奏楽団

11:45-12:00
楽団エウロパDX
スティールパンでYMO！
渋谷の街をテクノポップに！

11:45-12:00
大塚アンサンブル
ファミリー
聖夜に賛美歌を吹いてみよう！
から始まった金管五重奏

11:45-12:00
Estudiantina AMIGOS
古代のライアー（竪琴）と
ギターの響きを感じる瞬間

11:45-12:00
EMILY DAKOTA
渋谷が好きな女です。

12:15-12:30
マサル&ナル THE BAND
共感できる大人の落書き的
オリジナルフォークロック！

12:15-12:30
Bright Halo Choir
ゴスペル界でも
最もハイテンションです！

12:15-12:30
白鳥麻子
アコギ弾語り。幸せも絶望も、
あなたと。

12:15-12:30
月灯り
異なるルーツを持つ5人が
織りなす歌声にご注目下さい

12:15-12:30
Korokke Quest
伝説の食べ物・コロッケを巡る
一匹のクマの冒険物語

12:15-12:30
Shinji Iwasaki
ハンマーダルシマーを使った
カルテット

12:15-12:30
ぱんちゅーる
都内近郊にて活動する
3人組アイドルグループです。

12:15-12:30
神田大樹
ギター一本。
今年2度目の参戦！

12:15-12:30
orange rings
いつまでも心に残る歌を
届けるone&only

12:45-13:00
サボテンサトシ
どうかアゴの長さだけでも
覚えてかえってください。

12:45-13:00
恵比寿ゆるゆる♪楽器隊
大の大人達が学校教材の
楽器を中心にゆる～く奏でます

12:45-13:00
丸山永司
オリジナル曲のギター弾き語りを
しています。

12:45-13:00
S-FLフルートアンサンブル
千葉県在住マダムによる
熱いフルートアンサンブル

12:45-13:00
Caramel☆Chord
ユーミンの曲で
「あの頃へひとっ飛び！」
しましょう。

12:45-13:00
笛狂鼓舞人Yuta
不思議な形から想像出来ない
神秘音に浮遊して下さい。

12:45-13:00
Alice
グアム生まれ、福島育ちの
Aliceです!!

12:45-13:00
Every Single Note
アコギとクラギが奏でる、
懐かしくて新しい響き

12:45-13:00
いちはくと
演奏時、人懐っこい3人が
豹変します。

13:15-13:30
mochico
ほっと一息、
３人組ガールズバンドです。

13:15-13:30
中野弦楽
アンサンブル ナ・カージョ
地域密着型お茶の間弦楽合奏団

13:15-13:30
岡本シゲキ
メジャー経験もありの
テキトーオヤジシンガーです

13:15-13:30
宮島悟
『歩行者様は神様デス！』
超エンタメEDM渋谷に降臨

13:15-13:30
ミンナデウタオーゼ
みんな歌えるをモットーに
日本語でズンチャカ歌います

13:15-13:30
ロス・ガラパゴス
アンデス民族音楽の
響きをお送りします。

13:15-13:30
第3旭バナジュン
ウクレレのラフな空気感で
ラブ&ピース！

13:15-13:30
藤巻里恵
音大声楽科。活動の中心は
老人ホームでの慰問演奏。

13:45-14:00
WHITE NOISE
ロックバンドです。
日本語で歌います

13:45-14:00
栗山龍太
盲導犬アンジーとともに
東京2020パラを応援します

13:45-14:00
まなほ
歌を唄います。ギターを弾きます。
心湧き興します。

13:45-14:00
Coelho
ポップスからアニソンまで
ブラスサウンドをお楽しみ！

13:45-14:00
AHO
マニアックなのにポップ！？
ミニマルにお届け！

13:45-14:00
トリオÚCHIDAかおる
ギター、バイオリン、
タップダンスのトリオです

13:45-14:00
SakuraCo
魅惑のオヤジご・ろ・し♡
新人シンガーは45歳。

13:45-14:00
にこじい
ソロギター＆弾語りで
ズンチャカ２年目です。

14:15-14:30
Philharmonic Pancake
高校生4人組による
ジャズインストバンドです

14:15-14:30
こんにゃくプラネッツ
セッションバーやSNSで
音楽をする人々の集まりです

14:15-14:30
GYPSY PRINCESS
& HIGE SOUL
世界、様々な国を旅しながら
歌っています。

14:15-14:30
gaudi
熱くさわやかな
ブラジリアンの
風をお届け♪

14:15-14:30
DRM trio
2017年結成。
踊れるジャズピアノトリオ

14:15-14:30
オカリナアンサンブル
La carafa
アンサンブルを得意とする
女性４人組ユニット

14:15-14:30
スイートハンド
子供も大人も一緒になって
楽しめる演奏します。

14:15-14:30
北村安都子
オリジナル曲で渋谷の街を
癒やします。

14:15-14:30
BUNNY
思わず楽しくなるラップを
全力で歌います！

14:45-15:00
アガペイズ
ノーボーダーの
デコボコバンド！

14:45-15:00
智意子 -Chiiko-
お馴染みの曲や懐かしの曲を
ソロで盛り上げます！！！

14:45-15:00
紙子
土着的でリズミカルで
どこか懐かしい音楽を奏でます

14:45-15:00
ザ・ピューリッツァーズ
粋で鯔背で胡散臭いバンド

14:45-15:00
ミチマチガエタズ
まさかバラライカを
こんなふうに使うなんて...。

14:45-15:00
ミつミつ珍奏団（mm団）
公園で合わせてみたら
楽しかったからバンドにしてみた

14:45-15:00
イケマー
＆ホイホイボーイズ
敷居の低い我々の音楽で
一緒にズンチャカしましょう！

14:45-15:00
Mai Petty×横田寛之
最小限の音で奏でる
ジャズポップス

14:45-15:00
大嶋亜季
横浜市出身
シンガーソングライター

15:15-15:30
Punaluʼu Jug Band
歌って踊れる
ハワイアンジャグバンド

15:15-15:30
渋谷ユニバーサル・
ミュージカル
For fun, for all~
歌で繋がろう！～

15:15-15:30
中村陽志
ストリートでクラシック音楽を
歌ってしまいます

15:15-15:30
渋谷区少年少女合唱団
子ども達が、一生懸命練習した
合唱を披露します。

15:15-15:30
The Three Funks
ジェームズブラウンを師と仰ぐ
スリーピースファンク！

15:15-15:30
Vick Bernard
僕の声、君の心へ届きたい！

15:15-15:30
Jeremie & Naomi
アフリカはコンゴ共和国を
ご堪能あれ

15:15-15:30
コーヒー豆とウィル
愉快な仲間と心地の良いPopsと
R&Bを提供します

15:15-15:30
とことは（わ）
そばで、ずっと寄り添って
いけるような癒しを♪

15:45-16:00
やまふくや
民謡でステージを盛り上げる
津軽三味線DUO

15:45-16:00
てらナンチョ
何が飛び出すかわからない
民族音楽ユニット

15:45-16:00
Jewels
路上クラシックに
挑戦します！

15:45-16:00
空間工房
キャッチーな曲を届ける
若手インストバンド

15:45-16:00
RAFMAG
枠に囚われないモダンな
アプローチを目指すバンドです

15:45-16:00
Gravy Train
スラップ・アコギとカホンによる
インストデュオ

15:45-16:00
タカとトラーズ
三味線で元気いっぱい
民謡を唄います

15:45-16:00
北村灰色
独り六弦多重演奏で街を
蒼く紅く遊泳します

15:45-16:00
はいどん
叩き系の奏法、アドリブを
織り交ぜたアコギのインスト

16:15-16:30
乙三.
管楽器を擁する9人組の
賑やかなポップバンドです！

16:15-16:30
阿部浩二バンド
世界を旅するミュージシャン・
阿部浩二と仲間達

16:15-16:30
BEA凸CREW
少し捻くれた歌詞と
キャッチーなメロが、
君の耳に凸！

16:15-16:30
SOULTHERAPY
ASSOCIATES
70年代ジャズ、フュージョンを
SAXメインで演奏

16:15-16:30
ROCK KIN
日本、アメリカ、ペルー人混成の
ロックバンド

16:15-16:30
サファリパークDuo
19歳の姉と中3の弟による
小さなジャズユニット

16:15-16:30
RB-Happyʼs
ビール大好きRB-Happysが
名曲を届けします。

16:15-16:30
KoToNa
オトナになりきれないKoToNaは
全曲オリジナル！

16:15-16:30
la mani
フィドル、アコーディオン夫婦の
絆で音楽を届けます！

16:45-17:00
SAX30ʼS
サックス女子＆カホン男子
＆ややウケMCおじさん

16:45-17:00
BANZAI JAPAN
パフォーマンス力とおもてなしの
心で日本の魅力を発信

16:45-17:00
Sarahanna
一度見たら忘れられない、
情熱と愛に溢れたバンド！

16:45-17:00
まつりパーティ
童謡ビッグバンドでコール
＆レスポンスしよう！

16:45-17:00
THE CATTLEFISH FRITTER
名前が長いので「イカフリ」
とでも呼んで下さい。

16:45-17:00
妹尾美穂×鍵盤ハーモニカ
オーケストラ＊ソラノオトTOKYO
オトナの鍵盤ハーモニカの
音色を届けます！

16:45-17:00
JOYFUL PAIR
夫婦で奏でる心を込めた
ハーモニー！

16:45-17:00
下須万里子
鹿児島県出身ギター弾き語り。
ズンチャカ2回目！

16:45-17:00
Quarta -歌流多-
米国の床屋で始まった陽気な
アカペラコーラスを渋谷で

渋 谷 原 宿

JOIN US!  
2019年の「渋谷ズンチャカ!」を一緒につくりませんか?
年に1回くらいは、渋谷の真ん中で自由に音楽できる日があったら素敵じゃない
か！と、毎年9月初旬の日曜日に開催している「渋谷ズンチャカ！」。この“みんな
でつくる”音楽祭は、運営だけでなく企画を考えるところから有志で集まったボ
ランティアの手でつくっています。もっと多様で自由でハッピーな1日
を目指して、来年の準備もこの冬からはじめます。よかったら一緒
にどうですか？Webサイトからエントリーお待ちしています。

「スタッフ募集」を
クリック！

ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー  まちなかステージ

主催｜渋谷ズンチャカ実行委員会　共催｜渋谷区　後援｜一般財団法人 渋谷区観光協会
企画｜チーム・ズンチャカ！（有志ボランティア）

企画協力｜株式会社ヤマハミュージックジャパン 音楽の街づくり推進課　
問い合わせ先｜info@shibuya-zunchaka.com

主　催　・　後　援

アイア株式会社／ウーマンエキサイト／YEBISU GARDEN PLACE／オリンピアアネックスビル
穏田神社／CAMP4／QFRONT／きらぼし銀行 原宿支店／cocoti SHIBUYA／シブヤ大学

SHIBUYA TSUTAYA／シブヤテレビジョン／渋谷のラジオ／渋谷マークシティ
世界ゆるミュージック協会／D-note／東急プラザ表参道原宿／氷川神社／MarcoPolo

みやした公園リバースプロジェクト／ロゴスコーポレーション

協　力

今年も会場周辺の商店会の皆さまに様々なご協力をいただきました。ありがとうございます !

穏田商店会／渋谷青山通り商店会／渋谷駅東口商店会／渋谷駅前共栄会
渋谷公園通商店街振興組合／渋谷センター商店街振興組合／渋谷地下商店街振興組合

渋谷中央街／渋谷道玄坂商店街振興組合／渋谷百軒店商店会／渋谷宮益商店街振興組合
松濤文化村ストリート商店会／東急本店前商店会／原宿表参道欅会／明治通り宮下パーク商店会

Special Thanks（50音順）

ほか（社名・50音順）

協　賛

17:00-18:00  “Z U N C H A K A !” F I N A LE !   ズンチャカ！フィナーレ♪

渋谷ズンチャカ！を楽しむための10カ条
その1 音に貴賎なし

その2 照れずにシング、プレイ、ダンス

その3 ジャムってなんぼ

その4 世代、国籍、人種、性別は飛び越えて

その5 ルールは飛び越えないで

その6 音もスペースもハッピーもシェア

その7 遠慮は無用、配慮はヨロシク

その8 はじめての音にもノッちゃって

その9 迷わずノレよ、ノレばわかるさ

その10 家に帰るまでがズンチャカ !

〈注意事項〉
●熱中症になりやすいシーズンです。こまめに水分を補給して、めまいやふら
つきなどの症状に気付いたら木陰など涼しい場所で休みましょう。●周囲で
気分を悪くされている方を見かけたり、なにか不明なことや不審なものに気
が付いたら運営スタッフまでお声掛けください。●手荷物や貴重品・楽器等
は、盗難にご注意の上、ご自身での管理をお願いします。●会場内外で発生
した事故・盗難などについて、当方および会場・出演者は一切の責任を負い
ません。●喫煙は指定の喫煙場所でお願いいたします。●公園内の樹木の破
損にご注意ください、また植え込みへの立ち入りはご遠慮ください。●酒に
酔って公衆に迷惑をかけるなど周囲に対する迷惑行為や危険行為、施設に
対する破壊行為、または窃盗や盗撮等の犯罪行為に対しては、厳重に対処さ
せていただきます。状況によっては警察等へ連絡させていただくこともありま
す。●カメラ、テープレコーダー、携帯電話、その他録音機能の備わった物等
の持ち込み、撮影、録音等は問題ありません。ただし、記録物（写真や音声、動
画等）の使用（Webアップロード等）に際しては必ず相手の許可を得て下さい。記
録物の使用に関連して生じたトラブル又は使用者と第三者との間のトラブル
により使用者又は第三者が被った被害について、当方は一切の責任を負いま
せん。●録音、撮影の場所、方法などがイベントの運営に支障をきたす、また
は公序良俗に反すると主催が判断した場合はご注意させていただきます。状
況によっては没収あるいは退場していただくこともあります。●都立公園条例
に基づき、公園内でのドローンの使用は禁止されております。また、それ以外
の場所におきましてもコンテンツ進行や安全管理上の妨げとなる恐れがあり
ますので、ドローンを使用した撮影・録音等の行為は固くお断り申し上げます。
●公式撮影チームおよび渋谷区が、会場内で記録撮影を行っています。おそ
れいりますが撮影へのご協力をお願いいたします。また、撮影した映像・写真
は、広報のために渋谷ズンチャカ！および区ホームページなどで使用すること
があります。●天候不順、自然災害などにより、予告なく一部プログラムの変
更がある場合があります。

公募で集った多彩で多様すぎる“ズンチャカ！楽団”たちが、12のステージでライブ＆パフォーマンス。いろんな音楽との出会いをお楽しみに。

チーム・ズンチャカ！2018
共同キャプテン
田代将一朗・平出将之

公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京

助　成

渋谷区役所 仮庁舎前「大セッションやぐら」に全員集合！

詳しくはWebサイトへ

▲ ▲

shibuya-zunchaka.com

CHEERZ 協賛

CHEERZ 協賛

11:00

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

18:00

門のステージ
渋谷センター街入口ゲート下

黒のステージ
宇田川交番前

猫のステージ
キャットストリート

（旧渋谷川遊歩道路）

11:30-11:50
神出鬼没！
野良猫のステージ
出演  てらナンチョ

12:00-12:15
フェリーシア
ノリノリのフルートアンサンブルを
お楽しみください♪

12:30-12:45
はらかなこ
激しくときに優しい、
歌うようなピアノインスト

12:30-12:50
神出鬼没！
野良猫のステージ
出演  とことは（わ）

13:00-13:15
さなゑちゃん
その場で作曲してピアノで
演奏します！

13:30-13:45
Dai&Nami
海外で活動することを
目標に絶賛修行中です！

13:30-13:50
神出鬼没！
野良猫のステージ
出演  La mani

14:00-14:15
由利華
私の心の声を歌にして、
あなたにまっすぐ届けたい。

14:00-14:15
Mintz
ポップでオシャレな
音楽を奏でる女子二人組ユニット

14:00-15:00
屋台DJ

DJ  KEN-ONE

14:30-14:45
AccoHaco
アコーディオンとカホンの
愉快なユニットです！

14:30-14:45
NPO法人スヴニール
YouTubeでも大活躍中の
NPO法人、渋谷参上！

15:00-15:15
流しの四元
現役で“流し”をやっています

15:00-15:15
m&f sisters
jazz vocal duoです。
ハモリます。

15:00-15:45
路上ミュージカル！
ミュージカルの心地よさを、
存分にお楽しみください！
出演  Out Of Theater

16:05-16:25
神出鬼没！
野良猫のステージ

DJ  Shinji Iwasaki

16:00-17:00
屋台DJ

DJ  KEN-ONE

15:30-15:45
The Worthless
ただただ楽しい僕らが
ただただ楽しい歌を歌うよ

15:30-15:45
香介 Kosuke
「盲目」の奇跡が
まだここに居た。

16:00-16:15
US
魚河岸で働くおじさんと
OLふたりのウクレレ仲間です

16:00-16:15
おりー
ピアノで色々な曲を
アレンジして演奏します

16:30-16:45
うつけ！助彪
古典芸能の影響を押し出した
演歌でも沖縄でもない歌物

16:55-17:00
松ジョン
変幻自在のシンガー系
エンターテイナー

16:30-17:00
Sing!恵比寿
お客さんも一緒に歌って踊る
巻き込み型合唱団

ヨンデル像裏

バートン前

道路中央公園

バートン前

15:00よりヨンデル像裏から
スタートします。

15:30-15:45　道路中央公園

渋谷CAST.前道路向かい

道路中央公園
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