
CH_0

MCチャンネル

オープニング

11:10 眞塩藍咲（ましおあいさ）

11:15 和奏〜なごみそう〜

11:20 休暇届

https://twitter.com/aiaisa_official 11:20 ザ･ボノボンズ

https://nagomisou2019.music.blog/

11:35 イノマタタケシ https://kyukatodoke.amebaownd.com

11:40 EL SEGUNDO http://bonobons.jp/

11:45 THE ＧＯＳＣＨ

11:50 幕ノ内

https://www.facebook.com/elsegundo2019

12:00 LiCaCo

12:05 DiceKEY Akhanev DUO

12:10 花華 ＆ 湯ニットＥよね

https://www.instagram.com/licaco_music/?hl=en 12:15 平嶋淳摩 with Friends

http://akhanev.com/

12:25 本T https://harmony-banax2.jimdosite.com/

12:30 yasuta https://studio-skypal.sakura.ne.jp

12:35 船橋ひまわり娘

12:40 MINORU PHON&FANCYBOYS

https://m.youtube.com/watch?v=R_7N_6Npl10

12:50 courage https://funabashi-himawarimusume.amebaownd.com

12:55 うみねこや https://minoruphon.wixsite.com/loop-magic

13:00 OKJazz

https://twitter.com/courage_unit 13:05 奥津　雄大

https://uminekoya.wixsite.com/acappella

14:00 長治昂志(チョウジ　タカシ)

14:05 サイトーヨーダ

14:10 二胡楽団　香花ハーモニー

https://mobile.twitter.com/chosound1022 14:15 Beat-A

https://3110yoda.jimdofree.com/

14:25 ザ★コンペイトウ

14:30 malatatex https://beat-a.jimdosite.com/

14:35 MEGUMI RG CLUB

http://harmorose.la.coocan.jp/konpeitou-top.htm 14:40 RODOTS

https://m.youtube.com/channel/UCpO82mseCZT5rtmEzjay2Ag

14:50 Prism https://megumirgclub.amebaownd.com

14:55 yume296ganntarou https://mobile.twitter.com/rodots_jp

15:00 土日＊祭日

15:05 milliampear

15:15 ヒナヒナウクレレバンド https://www.facebook.com/%E5%9C%9F%E6%97%A5%E7%A5%AD%E6%97%A5-416393519168872/

15:20 あけきょん https://twitter.com/milliampear

15:25 さいからサンセット

http://angelika.cutegirl.jp/ 15:30 Kei S

15:40 Qhapaq Ñan https://www.youtube.com/channel/UCR5SNb2CFoMyYV1SUnK2s2A

15:45 イケジン https://www.facebook.com/keilovesguitar

15:50 おっと♪もっと

https://www.facebook.com/CaminoincaQuena2017/ 15:55 PLASTIC TAKE BAND

16:05 アンサンブル・アミキャル https://ja-jp.facebook.com/2525otto/

16:10 みほりょうすけ 16:10

https://www.facebook.com/EnsembleAmical 16:20

https://mihocity.jimdofree.com

16:30

16:40

16:50

11:10

８TH　FUNABASHI　MUSIC　STREET

CH_1 CH_2 CH_3 CH_4

11:00
弾き語り・ボーカル 楽器演奏・アンサンブル・コーラス グループ・ユニット バンド・ロック

11:00

11:30

船橋市出身のシンガーソングライター。ウク

レレの明るいサウンドにのせてLiCaCo流エー

ルソングを奏でる！

教員を退職後、本格的に音楽活動を始めまし

た。今でも教え子が教室で歌った曲を覚えて

くれているのが嬉しいです。

12:30

おっさんの戯れをお許しください

※写真

2006年1月5日生まれ。現在、高校1年生15歳。千葉県柏市や都内を中心にシン

ガー／シンガーソングライターとして音楽活動中。YouTubeでの投稿や配信も

行っており、幼少期にアップした『愛をこめて花束を/Superfly』のカバーは200

万回を超える再生回数。2018年夏に開催されたゴスペルコンテストでは、ボーカ

ル部門で日本一となる。

初めてエントリーさせていただきました。精

一杯歌いますのでよろしくお願いいたしま

す。

12:00

2021年活動開始の2人組ユニットです。伸びや

かなボーカルをピアノとギターに乗せ、魂を

込めたオリジナル曲をお届けします！

子供達が楽しく歌ってもらえる歌を作りたい

です
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FMS

総合情報
13：25〜13：55

15:00

14:00

楽器伴奏なしに声だけで音楽を紡ぎあげる

VOCAL UNIT。声ならではのheart-warmingな

サウンドを皆さんに。

ピアノ・カホンのインストデュオです（少し

だけ歌います）。

都心に近く自然にも恵まれた地元船橋を盛り

上げます！皆様に癒されるような曲を演奏で

きるよう心掛けます！

ダンスを通じて、見ている方に元気を与えら

れたらいいなと思っています。

結成１年、少しづつDuoでJazzをお届けできた

らと考えています。

よろしくお願いいたします。
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15:00

15:10

オリジナル曲やカバー曲を、誰にとっても聴きや

すく心癒やされる音楽としてお届けします。ぜひ

心の休暇届を提出してください。

コロナ禍の中、ライブ実現は本当に嬉しいで

す。聴いて頂く皆さんに楽しんで頂けるよう

なライブ演奏を目指します。

人生の年輪を重ねた私達だから、伝えられる歌が

ある。昔子供だった皆さん、人生の扉を開けて、

愛や希望に包まれてみませんか？

自然豊かな船橋を拠点とし多方面でPR・ 活動していくアイドルです。メンバー

はアミ・ニーナ・ひなの・ソランの4人グループです。サウンドプロデューサー

は、柏原収史さん、ISAKICKさん。ロゴデザイナーは、小倉正巳さん。メンバー

全員バレエ、ミュージカル、舞台等の出身で歌とダンスに注目です。

エル・セグンドは異なる音楽ジャンル出身の

３人のユニット。アンデスのケーナを交え、

ワールドミュージックを演奏します。

16:50

Charさんのトリビュートバンドです。船橋の

街に名曲の数々を響かせたい！

感染症で不自由な生活が続きますが、私たち

の演奏で少しでも楽しんでいただければ幸い

です

2021年1月にMINORUPHONが結成したアコー

スティックユニット。気心知れた４人でオリ

ジナルPOPSを演奏する。

昭和の懐メロやポップスなど「ハモって歌い

たい」と思う曲をオリジナルアレンジで歌い

楽しむコーラスユニットです。

二胡は合奏が難しい楽器ですが皆で呼吸を合わせ

心を込めて演奏します。曲によってフルスや琵琶

やピアノなどとも一緒に奏でます。
ビートルズを知らない若い世代の方にもビートルズの素晴らしさを知って

いただきたく、マイナー曲ではなく初期中期のメジャー曲を中心に演奏し

ています。ビートルズの最大の魅力であるハーモニーを大切に活動してい

ます。どうぞよろしくお願い致します。

ギター弾き語りにて下北沢、千葉市を中心に活動

中。ふなばしミュージックストリート2020「弾

き語りコンテスト」にて準優勝受賞。

16:00

13:00

13:30

日本中を歌い歩くシンガーソングライター。

ラジオ、YouTubeなどでも幅広く活動中

船橋生まれ、船橋育ち、現在も船橋市内を中心に、音楽家とし

て活動している二人が今回のふなばしミュージックストリート

の為に結成したユニットです。船橋愛溢れる、オリジナルの船

橋ご当地ソングを中心にお届けします。

16:30

グループ名は、南米民族音楽と出会った世界

遺産｢インカ道｣のことです。現地で感じたア

ンデスの風をお届けできますように。
懐かしい曲しか出来ない還暦シンガーです。

同世代受けしかないですが隠れた？名曲をや

りたいと思います。

15:30

14:30

フィナーレ

ポップなメロディを疾走感あふれるビートで

お届けします。

100万人が1回ずつ聴いてくれなくても、1人が100万回聴いてくれる音楽

を目指しています☺掃除をしている時、仕事中、電車に乗っている時、

散歩をしている時など日常のちょっとした場面でふっとした瞬間にみなさ

んの頭の中だけに流れる、そんな音楽を貪欲に作っていきたいです！

船橋市民13歳早弾きギタリストKei Sです。今年は３度目の

FMSです。エレキギター１本で弾くソロギターを演奏します。

今年も引き倒しますので楽しんでください！！！

音楽で私たちのまちを元気に！という趣旨に賛同した30代、50

代、60代が集結。サザンオールスターズ、桑田佳祐の楽曲を演

奏し、イベントを盛り上げ、街、市民の皆様に貢献させていた

だきたいです。

船橋市を拠点に活動中の新体操クラブ

MEGUMI RG CLUBです！皆様に素敵な作品を

お届けできるよう精一杯頑張ります！

船橋市在住の歌うことが大好きな幼友達 2人とギ

ター大好き夫婦が集まり、ギターとコーラスのア

コースティックユニットとして結成

咲いたカラーは夕日色。さいからサンセット

です。三番瀬を彩る夕日のようなポップスを

お楽しみ下さい！

パパ、ママによる4人のアコースックユニット

です。いつも一緒に楽しめる音楽を届けたい

と日々頑張っています！

アミキャル(Amical)とは、仏語で「親しみのあ

る」という意味です。フルート2人とピアノ、打

楽器で、よく知られた曲を演奏します。

異色のギタートリオ「プリズム」！楽しく弾こう

をモットーに世代の異なる男女がギターアンサン

ブルで奏でる曲をお楽しみください

コロナ前は市民祭り、各施設にボランティア活動、年一回のコ

ンサート等をしてきました。ハワイアンだけではなく各世代が

楽しめる楽曲を届けたいと日々練習しています。

千葉市在住。桐朋学園大学ピアノ科卒業。卒

業後はバークリー音楽大学にてジャズを学

ぶ。ジャンル問わず様々な曲を演奏。

箏とギターの和洋折衷インストユニット。箏の凛々しい音色

と、煌びやかで深みのあるギターのハーモニーは、時に力強

く、時には包み込むような優しさを持つ。

スリーピースのパンクロックを元気にお届け

します
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