TAIKO-LAB青山
和太鼓教室「TAIKO-LAB青山」の小学生チームと中高生チーム、
総勢30名ほどが和太鼓を披露する。

14：30 バンド演奏
カツオバンド

くはのゆきこ

神二商和会に加盟しているタイレストラン「irodori」
（地図 ）
のカツオをリーダーに、美容室「 CURE（キュアー）」（地図 ）
のオーナーや神二・神一・千駄谷の住人による地元民のバンド。
このピープルデザインストリートの
「ステージ参加者募集」を聞
きつけて急遽結成された。今回が人前での初のお披露目になる。
リーダー・カツオは、
「渋谷のラジオ」で毎週日曜 15時から
「神
二の愉快な仲間たち」のパーソナリティも務めている。

振付家・ダンスファシリテーター。いつでも、どこでも、だれ
でも、すぐに踊れる「記号カラダンス」の普及に努めている。

13：00 渋谷音頭／記念撮影

ピープルデザインストリートVOL.1から、メインステージの定
番となっている渋谷音頭。神二に長年暮らす商和会のスタッフ
と一緒に、輪になって踊ってみよう。踊った後は、みんなで記
念撮影！
ALOHA LOVERS

15：00

女子高生バンド
神二商和会加盟店「クリーニングシマダ」
（地図 ）の娘さんと
その仲間たちが「back number」と「クリープハイプ」の曲を披露。

神二楽団

miya takehiro

地元・神宮前二丁目の演奏好きのチーム「神二楽団」がピープ
ルデザインストリートに 3回目の登場。神二の喫茶ベラミで行
う月イチのセッションに参加しているメンバーを中心に結成。
団長は、神二で中華料理を配達している紫金飯店のスタッフ・
寺ちゃん。今回は、女子高生バンドとジョイントする。

くはのゆきこ

ピープルデザインストリート VOL.6
2017年5月14日（日）11:30 〜 15:30
神宮前二丁目商店街
［問い合わせ先］神宮前二丁目商和会

090-1455-8040
渋谷音頭

［主催］神宮前二丁目商和会
［協力］ピープルデザイン研究所
［後援］渋谷区
［協賛］アルフォ ロメオ（FCAジャパン
株式会社）
［協力］STJレンテック・不二ラテックス・
東京ヤクルトスワローズ・パークジャパ
ン・コインパーク・伊藤園・髙島屋新宿
店・サンロッカーズ渋谷（敬称略・順不同）
………………………………………………
●イベント・出店の内容や場所は変更に
なる場合があります。
●雨天時は飲食出店のみ開催します。
●会場内に駐輪場はありません。自転車
でのご来場はご遠慮ください。
………………………………………………
プログラム制作：神宮前二丁目新聞（ポット出版）

神二楽団

オフィシャルプログラム

12：30 くはっちダンスレッスン

VOL.6

サッカー、旅、猫を愛するシンガーソングライター。独特な透
明感のある歌声とウクレレの軽やかなハーモニーが話題となっ
ている。浦和レッズのBGM担当。ピープルデザインストリー
トには３回連続の出演。http://miyatakehiro.com

14：00 キッズダンス

1,000部/上質90kg

主催：神宮前二丁目商和会

miya takehiro

CLOSE/15:30

12：00 ウクレレで弾きがたり

神二商和会加盟店「手打蕎麦 松永」
（地図 ）の松永さんも参
加しているフラダンス教室「サンディーズフラスタジオ」のメ
ンバーが登場。

提供=髙島屋新宿店

受取印

ALOHA LOVERS

START/11:30

石田麻子

「木と鳥yoga」
主宰。学校、
企業や病院などへの出張クラスを行っ
ている。今回は、子どもも大人も参加できるヨガクラスを開催。

先着プレゼント

13：30 フラダンス

2017.5.14 (sun)

11：30 青空ヨガ

先着で約400名に小皿、人形、
ドリップバッグコーヒーなどをプレゼント。
本部テントでこのプログラムを見せてね。

メインステージ TIME TABLE

神宮前二丁目商和会加盟店による 1 日限定の出店
1

健康チェック・健康相談・介護相談

8

Famiglia

神宮前2-15-7 ➡
☎03-3478-8284

写ルンですなど物品販売

9

チョークを使って思いっきり道路にお絵かき。アー
ティストが描く美しいチョーク絵と子どもたちとの
コラボ。最後はデッキブラシできれいにお掃除!
協力：The Blue Love by sense＋kaz

1

神宮前2-19-13 1階 ➡
☎03-3404-1144

生ビール・ハイボール・
唐揚げ・コロッケなど販売

10

14

ヴィネリアヒラノ

15

千駄ヶ谷2-5-5 ➡
☎03-5772-6230

AFTER SAYAK ／神宮前2-20-12 ➡
☎090-6002-1628
もつ鍋旦過／神宮前2-15-2 ➡
☎03-6447-2324

11

AZ Finom

10

神宮前2-19-5 地下1階 ➡
☎03-5913-8073

ポップコーン販売
第一勧業信用組合千駄ヶ谷支店

12

千駄ヶ谷4-22-2 ➡
☎03-3497-9371

ボッチャ体験会

16

ほっとひといき
スペース

4

11

15

指輪づくりワークショップ

17

千駄ヶ谷2-38-2 ➡
☎03-5411-9239

18

16

日本酒・イカ焼きなど販売

7

12

お餅・フランクフルト販売

障がいを持つ人の仕事の練習の場。子どもたちに大
人気のクッキーや手作りお菓子を販売します。

19

☎090-1455-8040

20

ほっとひといき
スペース

Famiglia
L 神宮前二丁目新聞

（ポット出版）

FiGARO
原宿H-14

B
G

M

眞吉

AZ Finom

JAM HOME F
MADE

P

N

第一勧業信用組合
千駄ヶ谷支店

D

もつ鍋
旦過

O

I

K

irodori

A ふれあいサポート渋谷

H

手打蕎麦 松永
千原児童遊園地

C

クリーニング
シマダ

E

千駄ヶ谷二丁目

国立能楽堂

セブンイレブン
ファミリー
マート
ロンハーマン

千駄ヶ谷四丁目

CURE
駅
道
参
北

千原児童遊園地

18

AFTER
SAYAK

フジタフォート

神宮前二丁目

セブンイレブン

19

ハンディキャッパーの就労支援を行っている人気の
キッチンカーが登場。おいしいジビエ料理を提供し
ます。

いつもはコチラで
営業しています！

8
9

20

ジビエ料理販売
SHIBUYA PARK CAFE

7

外苑西通り

トイレは
公園の中に
あります

17

革小物実演販売
革職人vataruさんが名前やイニシャルを刻印した革
小物を2分で実演製作!

6

神宮前二丁目商和会

5

クッキー・手作りお菓子販売
みどり工房

眞吉
神宮前2-19-17 ➡
☎03-3401-3917

最新モビリティ試乗体験
障がいの有無にかかわらず、新しい車いすやモビリ
ティを体験してみませんか?
協力：株式会社クラモト／ NPO法人アクセシブル・
ラボ

本部テント

JAM HOME MADE

6

ブラインドサッカー体験
視覚障がい者と健常者が同フィールドでプレーでき
るユニバーサルスポーツを体験できます。
協力：日本ブラインドサッカー協会

神宮前二丁目新聞（ポット出版）
神宮前2-33-18 #303 ➡
☎03-3478-1774

青空マージャン
商店街のひとに「マージャン」を教えてもらえるよ。
青空の下で、一緒に楽しもう!

3

セブンイレブン

ハンガリー料理・ワイン・菓子販売

asobi基地

大人も子どももみんなが平等な場所で遊びを提案し
ます。

2

イタリア料理・ワイン・焼き菓子販売

大らくがき大会
らくがきタイム11:30 〜 15:00
ブラシタイム15:00 〜 15:30

FiGARO原宿H-14

AFTER SAYAK＋もつ鍋旦過

5

13

14

➡詳しくは裏面へ

たこ焼き販売

神宮前2-20-10 ➡
☎03-3470-1210

4

メインステージ

神宮前2-19-15 2階 ➡
☎03-6447-1464

フジタフォート

3

13

イタリア料理・ワイン・紅茶販売

ふれあいサポート渋谷

2

体験・イベントコーナー

千駄谷小学校

J

ヴィネリアヒラノ

