
いわき街なかコンサート2022
IWAKI MACHINAKA CONCERT 2022

■協賛事業    《平一町目フェスタ》　福島民報社 

■事業提携　 《街なかチャイルド絆交流広場》NPO法人ふくしま震災孤児・遺児をみまもる会
《LPガス祭り》福島県LPガス協会いわき支部

全会場

後　援/いわき市、いわき商工会議所、（一社）いわき観光まちづくりビューロー、いわき市平商店会連合会、平飲食業会、福島県社交飲食業
　　　 生活衛生同業者組合平支部、福島民友新聞社、いわき民報社、NHK福島放送局、福島テレビ、福島中央テレビ、福島放送、テレビユー福島、
　　　 ラジオ福島、ふくしまFM、FMいわき

協　力/平一町目都市開発㈱、㈱坂本紙店、㈱尼子タクシー、東邦銀行いわき営業部、ひまわり信用金庫、イオンいわき店、㈱ラトブコーポレーション、
　　　 NPO法人TATAKIAGE Japan、いわき芸能倶楽部、朝日サリー、「心にとどけ」実行委員会、PASSION、Dining Bar QUEEN、
　　　 Club SONICいわき、まちポレいわき

10/1土・2日

いわき市まち・未来創造支援事業
商店街等にぎわい回復促進事業

■主 催   いわき街なかコンサート実行委員会

https://iwaki-machicon.com

雨天決行
※荒天の場合は、プログラムを
一部変更する場合もあります。

お問合せ　Tel.0246-47-0130

you’ll be back!
キャンペーン in 街コン
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小太郎町公園
（10/2のみ）

いわきティーワン
ビル（1F）

ティーワンビル内
★カフェレストラン・
　ボンジュール
★海食遊膳　ふくふく

（平一町目公園内）

寿司　田むら★

ティーワン
ビル

中国料理
いわき四川
★

●
秋田
銀行

十五町目交番●

十五町目
駐車場

新川東緑地帯

市文化●
センター

いわき市立
美術館

●ローソン

12

　　　  

7
8 9

6

坂本紙店前

平一町目フェスタ

13

讃香★

ブレイク★

●三町目館

★魚栄

東邦銀行
いわき営業部
（駐車場内）

ひまわり信用金庫
（本部前）

尼子タクシー
（駐車場内）

★
サ
ン
ピ
ノ
チ
オ

常陽銀行● La Stanza

★

松本楼★

★麺遊心

LATOV

いわき芸術文化交流館
アリオス

★グストーソ

イタリアンダイニング★

あじさい★

　トラットリア
★ルーチェ

サンライズ
インいわき●

★ステーキ宮★
スターバックス
コーヒー

いわき●
迎賓館 ★風車

●松村総合病院

一膳★

MIKI-HOUSE
ちゃいるど●

●
福島県
いわき
合同庁舎

いわき●
市役所

　ツルハ
●ドラッグ

平中央公園
●ファミリーマート コジマ　　 ●

×ビックカメラ

レ
ン
ガ
通
り

銀
座
通
り

駅
前
大
通
り

いわき駅

駅前交番●

いわき駅前
（チャイルド絆交流広場）
おいしいものブース 大工町公園

おいしいもの
ブース

まちポレいわき
（B1プラス）

　　　 ミニストップ●

★味希鳳翔★
●ファミリー
　マート

グランパークホテル
パネックスいわき

●

夜明け市場

●みずほ銀行 ●
ルートイン
● ★ささや

オノエー
●

ホテルパシフィコ

志賀内科
クリニック
●

●七十七銀行
平本町通り

●ネオ・
　クラッシック

★香楽

●福島銀行

●大東銀行

●セントラルビル

●水戸証券
●平ビューホテル

屯田の館★

いわき動物病院●

若松●
医院

正月荘
●

旧6号国道
福興★

●ローソン ●
NHK

佃町公園

●東部ガス

●セブンイレブン ネモト内科クリニック●

下の町公園

セガフレード・ザネッティ・
エスプレッソいわき店
スペシャルナイト開催!

10/1（土）18:30～

    Ⅰ

https://www.latov.com/

いわき商工会議所
青年部

いわき市平字田町120　ラトブ 6F
TEL0246-25-9151  FAX0246-25-9155

AIG
保険

物流と環境の未来へ物流と環境の未来へ

    Ⅱ

    Ⅲ

LATOV
（駅前大通り側・平七小内）
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地図内★は飲食店

  

　

演 奏 会 場

❶いわきティーワンビル（1F）
❷坂本紙店前
❸尼子タクシー（駐車場内）
❹ひまわり信用金庫（本部前）
❺東邦銀行いわき営業部（駐車場内）
❻ラトブ（駅前大通り側・1F平七小内）
❼いわき駅前（チャイルド絆交流広場） 
❽まちポレいわき（B1プラス）
❾大工町公園
11イオンいわき店（駐車場内）
13新川東緑地帯

10club SONICいわき
12小太郎町公園（太鼓・よさこい・ダンス会場）

10/1土・2日 の両日

詳細は いわき街なかコンサート 検　索

平一町目フェスタ（平一町目公園内）
おいしいものブース（いわき駅前）

10/2日 のみ

    Ⅰ

おいしいものブース（大工町公園）    Ⅲ
    Ⅱ

★白虎

■相双営業所 
〒979-0603　
福島県双葉郡楢葉町
大字井出字木屋69番地 メゾン木屋C棟
TEL（0240）25-8453
FAX（0240）25-8453

私たちは
常にパイオニア精神で、
新しいステップをめざします。

JQA-QMA15918
JQA-EM7482
東京本店を除く

●ひまわり
　信金

東麺房★

麺処★
ふじの

●新川町郵便局
●

スポルト平

●

セブン
イレブン●

●

いわき郵便局

鮮場

平消防署●

ファミリーマート●

カフェリア★

メルセデスベンツ●

た
っ
ぷ
り
庵
★

ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
●

美容室UNIVERSAL●

ツルハ
ドラッグ●

食道園
★

立体●
駐車場

イオン

●
東北電力

10
Club

SONICいわき
（10/2のみ）

●セブンイレブン

　　　●
あわのや
酒店

●
ホテルフロンティア

いわき

イオンいわき店
（駐車場内）

11

いわき営業所

「 」

建築・設計・施工

☎（0240）-25-2013　FAX（0240）-25-2378
〒979-0603 双葉郡楢葉町大字井出字木屋11-1

いわき市平字小太郎町2-7

TEL.0246-58-8960 エレクトリックワークス社　福島電材営業所

E

■事務所【㈱草木台サービス内】
いわき市草木台1丁目10-9　　TEL 0246-28-8618　　FAX 0246-28-8391

株式会社  エーディルタイム
一般財団法人

エウテルピス音楽芸術文化財団

https://ediltime.com

街の応援団・町のパートナー

理事長 台　　正　昭
〒970-8026　いわき市平字二町目10番地　TEL：0246-23-8500（代）

平
東
大
通
り

137.5度以上の熱のある方、発
熱症状のある方は来場をご遠慮
ください。
2観覧中はマスク着用でお願い
致します。
3屋内会場では手指消毒にご協
力ください。
4声援の代わりに大きな拍手を
お送りください。
5食事は決められた場所でお願
いします。ゴミの分別にご協力く
ださい。

観覧の方へのお願い

❼いわき駅前本部テント
募金してくれた方にいわき街なか
コンサート2022オリジナルス
テッカーを差し上げま
す。ご協力をお願いし
ます。

ウクライナ募金に
ご協力ください

「ふくしまウクライナ避難民支援金」
に全額寄付

オリジナルステッカー▶
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【18:20終了】

【16:55終了】

T I M E  S C H E D U L E
10:30～

11:10～

11:50～

12:35～

13:20～

14:05～

15:30～

16:15～

177

65

153

123

125

ダ20

16

172

❷坂本紙店前 ❸尼子タクシー
駐車場内1F

❹ひまわり信用金庫
本部前

❶いわきティーワンビル

10:00～

10:40～

11:25～

12:05～

12:50～

13:35～

14:15～

15:45～

131

185

175

204

155

81

115

113

MOCA＆たこっち

G.G.CLUB

農産 meats

カシミアチェイサー

津軽三味線みつとよ会

YAMAI BAND

ミューゼ・ジュニア　
アンサンブル

クラシック

フュージョンJive２

いわきハーモニカ教室

JAMU

CIRUELA

エミフラメンコ
アカデミア土曜クラス

14:45～124 Classcuits

精霊飛蝗

10/1
Sat 

10/2
Sun 

● はダンス

ジャズ

フラメンコ

17:00～161 Close2U ジャズ

17:50～138 いわきジャズオーケストラ
ジャズ

フュージョン

アコースティック

RAD music friends
ジャズ

● 
ジャズ

エキゾチックララバイ
アコースティック

❷坂本紙店前 ❸尼子タクシー
駐車場内1F

❹ひまわり信用金庫
本部前

❶いわきティーワンビル

ポップス

いわき交響楽団 クラシック

ポップス

ジャズ

15:00～ 38 CozySound ジャズ

ポップス

津軽三味線

フュージョン

ポップス

16:25～114 ミューゼ・サックス　
アンサンブル

【18:00終了】

【17:00終了】

10:30～

11:10～

11:50～

12:30～

13:15～

14:00～

15:25～

16:05～

111

184

4

166

156

110

G

104

10:00～

10:45～

11:25～

12:10～

12:50～

13:30～

14:15～

15:45～

69

105

146

62

180

27

86

202

The Complete’S

JELLY BEANS

T.I.P

紙子

KINTA ばんど

美崎バンド

AERIAL

TRIes

Chloro Albatross

beautybeast

team lindra

くもスキ

14:45～171 ジェリービーンズ

AZI-fly

ロック

16:50～ 45 わるだくみ

17:35～112 HALO★HALO

WRAITH

Toshie

リキちゃんナミちゃん

ポップス

15:00～ 70 おも＆
ラズベリージャムバンド

ポップス

ポップス

16:30～ 67 かざみどりばんど

ポップス

ポップス

ポップス

ロック

フォーク

ポップス

ポップス

ロック

ロック

ポップス

ジャズ

ロック

アコースティック

ロック

ロック

フォーク

ジャズ

アコースティック

【16:55終了】

【16:55終了】

10:30～

11:10～

11:55～

12:40～

13:25～

14:10～

15:40～

16:25～

152

181

168

176

33

24

20

173

10:00～

10:45～

11:30～

12:15～

13:00～

13:45～

14:25～

15:45～

85

66

137

97

160

28

174

116

ザ・マスターズ

Opaoma Rookies

Riraバンド

ミューズプライベート
ユニットバンドα
DOWN HOME 
BLUES BAND
二世帯住宅

ほめちゃオールスターズ

さくらベンチャーズ

4匹のSanbi

The Five Stripes

Jelly Roll Baker 
Blues Band

国木田甚一 & 
The PipeLiners

14:55～ 95 GOLD BLENDERS

Devils in the Smoke

ブルース

Young Gun Rockers

The Blues Blisters

いわき松ちゃん
ベンチャーズ

15:05～ 13 いわきブルースターズ

16:25～117 いわきラブフィースト・
ゴスペルクワイア

ゴスペル

ロック

ロック

ロック

エレキインスト

ロック

ジャズ

ブルース

エレキインスト

オールディーズ

ロック＆オールディーズ

エレキインスト

ブルース

ポップス

エレキインスト

ゴスペル

ゴスペル

【16:45終了】

【16:50終了】

10:30～

11:00～

11:35～

12:05～

13:15～
13:45～

14:45～

15:15～

154

191

25

102

93
90

73

87

10:00～

10:35～

11:10～

11:45～

12:20～

12:55～

13:30～

15:15～

188

128

23

122

193

187

10

76

車に乗った
シーザーサラダ

こりん☆てん

ミスターきむら

プチKC

みどり＆いしやん

高畑ひらく

坂本つとむ

馬場ルリ子

吉吉桜

ばば　よしろう
NO PLAN

ザ☆メタボマン

14:15～ 50 吉野カツヒコ

アントニオ杉岡

ブルース

大田原健太郎

KennyYellow Blues

Akiyoshida

14:40～ 32 のりたけ

16:25～ 26 VJkin

ハーモニカ

ブルージィー昭和歌謡

ジャズ

ブルース

ポップス

14:05～147 Juni. ポップス

アコースティック

12:40～ 75 凾いわベンチャーズ
アコースティック

フォーク

16:20～ 7 IMC フォーク

アコースティック

アコースティック

15:45～ 94 楽団ふたり ハーモニカ

ポップス

ポップス

ポップス

アコースティック

ポップス

ジャズ

ブルース

ポップス

15:50～ 15 pin by fleur ポップス

ポップス

エレキインスト
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11:00

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11:00

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

18:00

19:00

20:00

21:00
【17:50終了】

【17:05終了】

10:30～

11:15～

12:00～

12:45～

13:35～

14:20～

15:50～

16:35～

100

205

141

132

148

164

196

2

❻ラトブ ❼いわき駅前
チャイルド絆交流広場

❽まちポレいわき
B1プラス

10:00～

10:45～

11:25～

12:10～

13:00～

13:45～

14:30～

15:55～

43

58

48

5

18

98

22

53

RBB

Doc&Patients

サファリ☆パール

SUNRISE BIG BAND

TSUMUJI-KAZE

GONGKONG

ガスケッツ

レッチん

Bumpty Rockers

court of Schizoidman

TURBINES DRIVE

犬っ子サーカス團!

15:05～ 61 RYUJDESS

バラナスドラゴン

虹色楽団

BLUES・DRIVER

ニューオリンズブラスバンド

SOUL STATION

【16:50終了】

【17:00終了】

10:30～

11:00～

11:30～

12:00～

12:30～

13:00～

15:00～

16:00～

159

130
9

107

40

109

118

13:55～

11:00～

10:30～

11:30～

76

51

14

34

坂本つとむ

忌野清志郎普及委員会

yu♪ko

すずかなと

風信子

G・S・D
伊藤　彰

いわき芸能俱楽部（もりもり）

13:00～ いわき芸能俱楽部（もりもり）

ハヤミイワオ

北川玉奴
16:30～139 まぁーしぃ

やすみじかん

オミトミクル

ポップス

14:25～200 花音 ポップス

15:00～ 36 Tsuyuki

ポップス

演歌

ロック

アコースティック

13:25～129 まっさら（downhiLL）
アコースティック

アコースティック

12:00～ 35 の。 アコースティック

アコースティック

15:30～180 紙子 アコースティック

16:00～136 兄者とPUMBAA

16:35～179 いわさききょうこ
アコースティック

ロック

【18:10終了】

【16:55終了】

10:30～

11:05～

11:50～

12:30～

15:25～

16:10～

158

1

64

12

29

54

10:00～

11:25～

12:10～

14:25～

15:40～

96

190

42

179

208

IBC SAXOPHONE 
ENSEMBLE

バンドになった
シーザーサラダ

LOVE & PEACE

いわさききょうこ

アイくるガールズ

明星

楽の音

ミッチーdeたっちー☆
キラキラLet's自己解放
Half Moon

14:40～206 jaja

中川五郎＆Proper Job

Superman 
Company 2nd

16:25～ 68 SK-Ⅱ

インストPOP

ロック

ロック

13:15～ 99 TELVIST ロック

10:40～ 46 ステラサテラ ロック

12:55～ 89 Drag Queen ロック

15:00～134 ちゃんとばんどまん ロック

16:55～ 55 Tavasco ソウル・R&B

17:40～ 59 オリティー・アフロヘッズ
ソウル・R&B

歌謡曲

14:00～ 57 Mix Nuts
ロック＆オールディーズ

ビートルズ・カヴァー

【18:45終了】

【18:50終了】

10:30～

12:00～

13:30～

14:55～

56

167

6

133

～

風来坊

Never Come 
Incidents

14:15～106 わいわい合唱団・江東

Three Pistones

Gan☆

フュージョン

15:25～ ダ4 risala ベリーダンス

11:15～ 31 音楽まち工場

17:30 194 プロジェクトQ ジャズ

～16:00 169 カイレア　フラハラウ

～18:15 108 Ailes エールズ ジャズ

2 0 2 2
駐車場内

❺東邦銀行いわき営業部
駅前大通り側・1F平七小内

❻ラトブ ❼いわき駅前
チャイルド絆交流広場

❽まちポレいわき
B1プラス駐車場内

❺東邦銀行いわき営業部
駅前大通り側・1F平七小内

ロック

ロック

ロック

ロック

ロック

ロック

ロック

17:20～170 SHOT ロック

ロック

ロック

ブルース

エレキインスト

ロック

ロック

ジャズ

ロック

15:15～143 こけこっこ ロック

16:35～144 レッド・シェッペリン
ロック

フォーク

フォーク

ジャズ

13:30～199 うぬまよしこ ジャズ

12:30～ 67 かざみどりばんど

アコースティック

15:30～195 セキバアサカ アコースティック

フォーク

14:00～163 KAZU-17 フォーク

ロック

ブルース

フォーク

ロック

ポップス

ジャズ

クラシック

ポップス

13:45～ 74 いわきベンチャーズ
エレキインスト

フォーク

ポップス

ロック

ポップス

16:45～ 71 オーサンシャインズ
ポップス

ロック

12:45～ 3 Classic Energy ロック

10:00～

10:35～

11:10～

11:55～

13:15～

14:45～

15:30～

47

189

84

198

30

178

17

～

いわき二胡を弾こう会

いろは

Hiro

Honky tonk Barbers

14:00～127 Nice Guy’s

THE SOULBUMPS

ブルース

サリナ舞踊教室
フラメンコ

Makana OluOlu

フラメンコ＆ラテン

箏

ハワイアン

アコースティック

12:30～ ダ3 Krara Belly Dance
ベリーダンス

16:15～ ダ1 プリンセスベリーズ
ベリーダンス

16:45～103 GSフリーク

ロックンロール

17:30 78 Blue Rose Jazz ジャズ

～18:20 80 十中八九 ジャズ

ポップス

ゴスペル

ロック

フォーク

フォーク

フォーク

ハワイアン

14:30～ 83 Smile Eyes ポップス

● はダンス

● 

● 

● 



11:00

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

11:00

10:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

18:00

19:00

20:00

21:00

6

【16:50終了】

【16:50終了】

10:30～

11:00～

12:30～

15:30～

201

150

145

11イオンいわき店
駐車場内

❾大工町公園

10:00～

10:30～

11:00～

16:00～

151

162

63

142

Loco Maimai

GARI

オミ

fourthpablo

ヤス中井

いわき芸能俱楽部（けん玉８）

15:00～ いわき芸能俱楽部（もりもり）

11:30～ いわき芸能俱楽部（もりもり）

14:30～ いわき芸能俱楽部（まじっくけーぞー）

10/1
Sat 

10/2
Sun 

16:30～149 はぐれもん

13:30～ 92 ランブリンワンマンバンド

KOJI

NWNiitsuma&KiKi

15:00～ 11 YAWARA

ポップス

16:30～ 40 ハヤミイワオ

【18:35終了】

10:00～

10:45～

11:30～

12:10～

12:50～

13:35～

14:20～

15:50～

182

183

135

186

165

82

192

91

あつまれ!大チーズ

Burst

千早青

An Elevator Boys

千本ロック

殿さまFUNKS

THE DEALERS

Yan's

15:05～ 52 Bunch of Cosmos

16:35～ 19 rodeo3

ロック

ロック

ロック

ロック

17:20～ 37 Gradi：us ロック

18:05～ 72 サソリ固め ロック

【17:00終了】

【16:50終了】

10:30～

11:00～

11:30～
11:55～

13:05～

13:50～

14:40～

16:30～

21

77
83
ダ27

41

49

ダ25

207

10:00～

12:35～

ダ19 赤井公民館レッツヒップホップ

いわき芸能俱楽部（まじっくけーぞー）

オカリーナリプル

彩与
Smile Eyes
Hula Anuhea 
タヒチアンダンス ORIHEI

ザ・デリシャス
14:25～ いわき芸能俱楽部（けん玉８）

TAKE Lightning

YOSHIバンド

磐城桜が丘高校ダンス同好会

【16:50終了】

10:00～

10:45～

ダ6

ダ30

エクスプレッションD.S.

阿波踊りいわき連

10club SONICいわき 11イオンいわき店
駐車場内

12小太郎町公園
太鼓・よさこい・ダンス会場

❾大工町公園

フォーク

11:30～101 母方の親戚 フォーク

14:00～ 60 Betty フォーク

16:00～119 森康博 フォーク

14:30～121 ウロ竹太郎 フォーク

アコースティック

12:00～ 88 南圭滋郎 アコースティック

13:00～ 44 とみよとゆうき アコースティック

アコースティック

ブルース

ロック

ハワイアン

ポップス

フォーク

13:00～203 青木崇 フォーク

15:30～120 The musoji 2nd フォーク

13:30～126 服部 フォーク

12:00～157 花と花澤 ポップス

14:00～140 スマイル・クラフト ポップス

12:30～197 Yurry ＆ Morry

アコースティック

ロック

ロック

ロック

ロック

ポップス

ポップス

ロック

アコースティック

アコースティック

ポップス

15:50～ 8 野地真須美 ポップス

フラ・タヒチアンダンス

● 

12:25～ ダ8 いわき駅前ブレイクダンス愛好会
with ritomy ストリートダンス

ストリートダンス

ストリートダンス

10:15～ダ18 夏井公民館ヒップホップダンスを踊ろう ストリートダンス

● 
フォーク

ロック

● 
14:55～ダ23 FIFTI dance school 
15:10～ フリーダンスタイム

ストリートダンス● 

15:25～ダ24 しおかぜアミーゴス アルゼンチンタンゴ● 

アコースティック

● 

11:15～ ダ5 ドニーkpoopダンスチーム ストリートダンス

12:00～ ダ2 Tomorrw D.S. ジャズダンス

● 

13:35～ダ14 福島高専ストリートダンス部 ストリートダンス

ラテンダンス

● 

14:10～ダ13 EASTROCK DANCE STUDIO ストリートダンス● 

16:05～ダ17 浜マリンダンスチーム ストリートダンス● 
16:20～ ダ7 boundless ● 

15:40～147 Juni.

15:00～ダ26 ハーラウ　カウアココ フラ・タヒチアンダンス● 

14:30～ いわき芸能俱楽部（もりもり）

13:55～ダ11 Dance club Jiff ストリートダンス● 

11:45～ダ15 Shooting star● 

12:50～ダ28 ダンス＆チア★PASSION KIDS ジャズ・チア・テーマパークダンス

テーマパークダンス＆ジャズダンス

● 

● 
10:30～ダ10 ルネサンスジュニアダンススクール ストリートダンス

フラ・タヒチアンダンス
● 

10:45～ ダ9 カレイモキハナ・ナニ・マサ子本田フラハラウ● 

フラ・タヒチアンダンス14:45～ダ16 ハウオリケイキフラダンス● 

● 

13:20～ダ22 ハートフライズ in 好間● 

ストリートダンス

10:30～ 和太鼓アトラクション
ストリートダンス● 
和太鼓

阿波踊り● 

11:00～よさこい7楢葉天神龍舞踊 よさこい

11:35～よさこい5 よつくらYOSAKOI美舞蝶組 よさこい

12:40～よさこい2 さくらYOSAKOI天花 よさこい

12:55～よさこい1いわき風ぐるま よさこい

14:10～よさこい3遊艶雅 よさこい

16:20～よさこい4粋座舞嵐 よさこい

16:35～ よさこい総踊り よさこい

14:25～よさこい6神谷・花華 よさこい

11:20～太鼓9チル打れん 和太鼓

11:55～太鼓8風雲和太鼓連 和太鼓

12:10～太鼓7CUつばさ 和太鼓

12:25～太鼓10Wataiko-Unit IKKI 和太鼓

13:15～太鼓4パッションズ 和太鼓

13:35～太鼓2和太鼓笑楽和楽 和太鼓

13:55～太鼓3和太鼓音心 和太鼓

16:05～太鼓5和太鼓 仁風 和太鼓

14:45～太鼓12相馬野馬追太鼓 和太鼓

15:45～太鼓11小浜風童太鼓 和太鼓
15:25～太鼓6和太鼓 木蓮組 和太鼓
15:05～太鼓1 琉球国祭り太鼓福島支部 エイサー

ポップス

● はダンス

アコースティック

● はダンス ● はダンス

7日

7日

初参加の
注目の
バンド
セキバアサカ

22歳、癒されヴォイスが印
象的な弾き語り。あいみょん
やスピッツなどのcover曲を
多数YouTubeにアップし、
毎週金曜日に更新中。
https://lit.link/asakaseki-
ba

15:30 ラトブ駅前大通側1土

イギリスの伝説のロックバン
ド、QUEENのコピーバンド
を結成し10年超え。ボーカ
ルのフレディーさいとうのア
クションも見逃せない!街コ
ンステージはなんと、ライブ
エイドの曲順です！

12:55 いわき駅前

Drag Queen

2日 7日

7日

ウクライナ
支援にご協力
ください!!

1着 2,500円

未だに戦禍の中にあるウクラ
イナから福島県に避難してい
る方へ支援する「ふくしまウク
ライナ避難民支援金」へ、T
シャツの益金と一緒に全額寄
付致します。

いわき駅前 本部テント
1ウクライナ支援
　オリジナル街コン
　Tシャツ販売

2ウクライナ支援
　募金箱を設置します

［M・L・LL/白・黒］
30着
限定

※益金の一部を寄付

※ご協力いただいた方にオリジナ
ル街コンステッカーをプレゼント!
（無くなり次第終了）



会場番号▶
❶いわきティーワンビル前
❷坂本紙店前  
❸尼子タクシー（駐車場内）　　　　　　
❹ひまわり信用金庫（本部前） 
❺東邦銀行いわき営業部（駐車場内）　　
❻ラトブ
❼いわき駅前

❽まちポレいわき 
❾大工町公園
10club SONIC いわき 
11イオンいわき店（駐車場内）
12小太郎町公園

楽の音 ❼㈯11：05
インストゥルメンタルポップ（初） 東京都/4名

1BAND
オリジナル楽曲や名曲のカ
ヴァーなど、様々な音楽世界
を表現するインストゥルメン
タル音楽ユニットです。聴く人
の心を揺さぶるような演奏を
お届けしたいと思っておりま
す。

バラナスドラゴン ❺㈯16：35
ロック（初） 宮城県/4名

2

シンプルでギミックを必要と
せず、ブルージーで渋く重い
グルーヴを堪能ください。10
代からバンドやってた奴らが
行き着いた音を聴いて感じて
下さい。

beautybeast ❷㈯11：50
ポップス（3回） いわき市/2名

4

玉置浩二や女性ボーカリスト
の曲のカバーなどありとあら
ゆるジャンルの曲を提供出来
るユニットです。一度は聴いた
事があるような懐かしい曲も
提供しております。
楽しんで聴けると思いますよ。

Classic Energy ❽㈯12：45
ロック（初） 郡山市/3名

3

全曲オリジナルでハードロッ
ク、プログレ、フュージョンなど
の要素を取り入れたスピリ
チュアルな展開を持ち味とし
たインストゥルメンタルバンド。
繰り出す音はオンリーワンの
世界観を展開しています。

サファリ☆パール ❺㈰12：10
ロック（13回） 千葉県/4名

5

田村直美さんカバーバンドで
す。2022年は「Tamura  
Naomi 35th Anniversary」
お祝いの気持ちを込めて演奏
します。PEARLの曲、ソロの
曲…何が出るかお楽しみに～。

IMC ❹㈯16：20
フォーク（2回） 喜多方市/3名

7

70年代～80年代のマニアック
なフォークをお聴かせ致しま
す。2回目の出演です。美味し
い常磐ものを食べに行きま
す!あっ!歌も歌います?喜多
方から老体にムチ打って行き
ますので通路はバリアフリー
に(笑）

Three Pistones ❽㈯13：30
フュージョン（9回） 東京都/3名

6

ベーシスト2人とドラムだけと
言うかなり稀有なバンド構成
のユニット。コロナもあり今回
は街コン久ぶりの登場です！脳
ミソと内臓を揺るがす低音を
ご堪能ください！街コンへ向け
てのプロジェクトバンドです!

野地真須美 11㈯15：50
ポップス（2回） いわき市/1名

8

アロマなどのセラピストとし
て活動中、強皮症とリウマチ
を患い継続を断念。次のセラ
ピストとしてのステージを音
楽へ転向、現在に至る。1人で
も多くの人に癒しを届けるた
めに、歌うセラピストとして県
内外で活動中。

高畑ひらく ❹㈰13：30
ポップス（5回） 喜多方市/1名

10

喜多方の理系会津弁下ネタ族
J-POLKおんつぁげすシン
ガーソングライター。誰も歌わ
ない事を歌います！

伊藤 彰 ❻㈯11：30
アコースティック（3回） いわき市/1名

9

今回で3回目の参加になりま
す!耳なじみのある楽曲をソ
ロギターで演奏します。お客
様がホッと一息つけるような
ライブにしたいと思います！！

YAWARA ❾㈰15：00
アコースティック（13回） いわき市/1名

11

「KOKI（古稀）celebration 
l i ve  YAWARA」。持続的
Coolじじい、を目指し頑張り
ますぞ。

いわきブルースターズ ❸㈰15：05
エレキインスト（13回） いわき市/5名

13

寺内タケシのコピーをメイン
に国籍やジャンルを越えた世
界の名曲を演奏します。日本
の懐かしの童謡、民謡、歌謡曲
～西洋のポピュラーな曲、映
画音楽、JAZZ、クラシック等、
きっと貴方の心に残る名曲が
あると思います。

Half Moon ❼㈯12：30
ポップス（7回） 神奈川県/2名

12

湘南の海のバイブレーション
が歌になった心地良さ満点の
音楽。

yu♪ko ❻㈰10：30
アコースティック（3回） 茨城県/1名

14

ピアノ弾き語りでシンガーソ
ングライターをしているyu♪
koです。今、こういうご時世だ
からこそ、私の奏でる音楽で
皆様を元気づけ勇気づけたい
と思っております。私の「想い」
を音楽に乗せてお届けしま
す!

エキゾチックララバイ ❶㈯15：30
アコースティック（2回） 宮城県/5名

16

細野晴臣さんの曲をカバーし
ています。様々な曲調がある
のでぜひ聴いてみてください！

pin by fleur ❹㈰15：50
ポップス（5回） 千葉県/1名

15

幅広い層の方に楽しんでい
ただきたいので、洋楽、邦楽
を取り混ぜてゆるりと歌い
たいと思います。久しぶりの
街コンなので楽しみにして
います。

THE SOULBUMPS ❽㈰15：30
ゴスペル（16回） いわき市/12名

17

プロブルースソウルシンガー
菅波ひろみプロデュースのア
マチュアコーラスチーム。いわ
きで一番古いゴスペル＆ソウ
ルを歌う集団、その歴史は22
年!今回は初心に戻り、アカペ
ラそしてピアノのみでステー
ジへ挑む!

SUNRISE BIG BAND ❺㈰13：00
ジャズ（9回） いわき市/14名

18

サンライズビッグバンドです。
元気が出るアップテンポな
ジャズやラテンの曲をビッグ
バンドで演奏します。久しぶ
りの演奏になりますが楽しく
観て聴いてもらえるよう頑
張ります。ご来場をお待ちし
ています。

The Blues Blisters ❸㈯15：40
ブルース（7回） 茨城県/3名

20

再開待っていました。ラウドで
ロッキンなブルースでいわき
の皆さんと盛り上がります。
Are you ready for the 
blues?

GONGKONG ❺㈰14：30
ロック（初） いわき市/4名

22

Oi PUNKで育ちCOBRAや
LAUGHIN' NOSEに影響を
受けバンド結成5周年を迎え
た今年、いわき街なかコン
サートに初エントリー!さぁ、
立ち上がれ!SING ALONG 
TOGETHER!

オカリーナリプル 11㈯10：30
アコースティック（6回） いわき市/7名

21

オカリナというシンプルな楽
器で童謡・アニメソングから
ジャズ・ポップス・演歌など
様々な音楽の表現に挑戦して
います。皆様にオカリナの魅
力をお伝え出来たらなと思い
ます。

こりん☆てん ❹㈰11：10
アコースティック（8回） いわき市/1名

23

日本屈指のフィンガーピッ
カー岡崎倫典さん。「大人の子
守歌」と称されるその独特の
サウンドを醸し出すオリジナ
ル曲を演奏します。師匠直伝？
の「倫典ワールド」をお楽しみ
ください。

ばば　よしろう ❹㈯11：35
フォーク（6回） いわき市/1名

25

オリジナルソングを中心に歌
います。コロナや、戦争などで
ストレスがたまりがちな日々。
ぼくの歌でいやすことができ
れば幸いです。

国木田甚一&The PipeLiners ❸㈯14：10
エレキインスト（2回） 神奈川県/3名

24

いわき市出身の国木田甚一が
率いる古き良きサーフミュー
ジックを愛する3ピース・サー
フロックバンド。加山雄三、
ディックデイル、ベンチャーズ
etc...往年の名曲を熱演！！

rodeo3 10㈰16：35
ロック（2回） 福島市/3名

19

スリーピースロックバンドです。
全曲オリジナルで心を込めて
演奏したいと思います。

VJkin ❹㈰16：25
ポップス（4回） 会津坂下町/1名

26

全曲オリジナル弾き語り。ポッ
プでキャッチーなメッセージソ
ングを歌います。
バンド時代を含めて9回目の
参加。オリジナル曲「セシウム
の風に吹かれて」は毎回歌い
続けています。

7



DOWN HOME BLUES BAND ❸㈰13：45
ブルース（3回）
28

ヴィンテージブルースを演奏
する正統派BLUES BANDで
す。極上なサウンドでおじい
ちゃん、おばあちゃん達を毎回
揺らしてます?
ぜひ、ダウンホームブルース
バンドショーを聴きに来てく
ださい!

KINTAばんど ❷㈰13:30
ロック（9回）
27

インスト（ゲーリームーア、春
畑道哉他）、ロック・ポップス
（アンルイス、久保田早紀他)
etc、みなさんが一度は聞いた
ことがある曲を中心に演奏し
ますので、ご期待ください!
盛り上がっていきましょう!

Superman Co. 2nd ❼㈯15：25
ロック（3回）
29

TOTO、ジノヴァネリ ー、
Doobieなど80年代のハード
なAOR中心に演ってましたが
2年以上冬眠状態でした。はじ
けたい!

Young Gun Rockers ❸㈯13:25
ロック（初）
33

歪んだ背骨に愛を背負い!

のりたけ ❹㈰14：40
ブルース（2回）
32

安らぎと揺らぎの音色を探求
するアコースティックギタリス
ト。ブルースやインストルメン
タルのギターで、楽しんで笑
顔になっていただけるライブ
を心がけています。ベテラン
のような顔をしていますが2
回目出演です。

すずかなと ❻㈰11：30
ロック（5回）
34

Led zeppel inをアコース
ティックで演奏します。ス
ティービーワンダーやビート
ルズも、やったりやらなかった
り。ロックや音楽を楽しんでい
ただくユニットです。

Tsuyuki ❻㈰15：00
アコースティック（初）
36

過去に小学生や中学生の時に
出演したことがありますが、暫
くいわきから離れていた事も
あり８年振りになります。聴い
ていただいている方の心に響
く歌声をお届けできたらと思
います。

の。 ❻㈰12：00
アコースティック（初）
35

歌うことが大好きな17歳の女
の子です。聴いていただいて
いる方の心に響く歌声をお届
けできたらと思います。
YouTubeにもアップしていま
すので、そちらもチェックして
いただけるとうれしいです。

Gradi:us（グラディアス） 10㈰17：20
ロック（2回）
37

いわきを拠点に活動していま
す、Gradi:usです。全曲オリ
ジナルです。久しぶりの参加
になりますが、いわきへの思
いを曲に、パフォーマンスに
乗せて、歌い演奏したいと
思っています。よろしくお願
いします。

ハヤミイワオ ❻㈯13：00 ❾㈰16：30
ロック（8回）
40

「魂」で綴られ、癒しを感じる
楽曲をパワフルな歌声で歌い
上げる福島県いわき市在住の
シンガーソングライター。
2021年7月に1stアルバム
『Day by Day』をリリース!地
元を中心に全国で活動中!

Cozy Sound ❶㈰15：00
ジャズ（10回）
38

2009年結成のジャズコンボ・
ボーカルバンドで街コン参加
10回目となります。ジャズ大
好きメンバーが今年も不朽の
スタンダードジャズナンバー
をお届けします。ご一緒に楽
しい時間を過ごしましょう。

YOSHIバンド 11㈯13：05
フォーク（3回）
41

主にオリジナル曲です。去年
CD作成の時に急遽集まった
仲間で編成しました。アルバ
ムタイトル「ラストチャンス」
10曲入りで発売！去年はワン
マンライブも行いました。心に
残る歌を届けたいです。

RBB ❺㈰10：00
ニューオリンズブラスバンド（11回）
43

ニューオリンズスタイルのブ
ラスバンドです。アンプラグド
なバンドなので、ステージから
飛び出し、お客さんの近くで
盛り上がりたい所ですが、ご時
世を加味して盛り上がれれば
と思います。

LOVE&PEACE ❼㈰12：10
Beatlesカヴァー（16回）
42

３家族7人メンバーのBeatles 
Cover Bandです。結成22年
になっても楽しく演奏してい
ます。コロナに負けず注意し
ながら皆さんと一緒に楽しみ
ましょう。

とみよとゆうき ❾㈯13：00
アコースティック（4回）
44

いまの世の中に必要な絶対的
奇妙な音楽を残します。心に
響くメロディをお楽しみに。

ステラサテラ ❼㈰10：40
ロック（初）
46

主に郡山～白河で活動してい
るバンドです。全曲オリジナル
でロック～ポップスを演奏し
ます。今初が初参加ですので、
どんな人達と出会えるか、ど
んな音に出会えるか、イベント
の空気を楽しみながら演奏し
たいです。

わるだくみ ❷㈯16：5０
ロック（4回）
45

バンド結成が海外であったた
め、英語曲、中国曲、日本レト
ロロック（ボ・ガンボス）曲等々
カバーし、会場を楽しませる
BAND。いやメンバーも共に
楽しませてもらう演奏で盛り
上げますよ。

いわき二胡を弾こう会 ❽㈰10：00
アコースティック（12回）
47

演奏曲調は、ヒーリングやメッ
セージ性のある曲を選曲して
演奏します。親しみのある日
本の曲を中心に中国曲を１曲
交えて構成します。二胡の音
色、ハーモニーをぜひぜひ、お
楽しみください。

ザ・デリシャス 11㈯13：50
ロック（2回）
49

飲食系遠距離バンド「ザ・デリ
シャス」です!福島・東京・群馬
から、二回目の参加です。
様々なジャンルの音楽を煮込
んで、ロック風オリジナル楽曲
に仕立ててます。今年も美味
しい音楽を召し上がれ！

Doc&Patients ❺㈰11：25
エレキインスト（4回）
48

進化を続けるDoc & Patients 
（医者と患者たち）今年もDr酒
井を中心に街コン常連3バンド
のメンバーがいつもと違った
パートを担当、ベンチャーズナ
ンバーを中心に爽やかなサウン
ドをお届けします。

吉野　カツヒコ ❹㈯14：15
アコースティック（3回）
50

アコースティックギターのイ
ンスト(歌なしの演奏)をやっ
ています。ギターを叩きなが
ら演奏します。

Bunch of Cosmos 10㈰15：05
ポップス（7回）
52

愛や勇気や命などのテーマを
オリジナル曲で歌うロック系
ポップスバンドです。メンバー
は県内、東京、横浜、そして中
国とさまざま。結成20周年に、
またいわきで演奏できること
を楽しみにしています。

忌野清志郎普及委員会 ❻㈰11：00
ロック（2回）
51

KING OF ROCK 忌野清志
郎の曲を弾き語っています。
清志郎さんが残した素晴らし
い曲達を1人でも多くの方に
聴いて欲しいという思いで
歌っています。L o v e  &  
Peace!頑張ります!

ガスケッツ ❺㈰15：55
フォーク（12回）
53

誰もが知るあの名曲をアコー
スティックで！がコンセプトで
す。今年も是非お付き合いく
ださい。そして東邦銀行駐車
場名物のアレもたぶんおそら
くきっと今年は復活します!
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茨城県/5名 東京都/8名いわき市/6名

会津若松市/4名

いわき市/1名

いわき市/2名

いわき市/1名

いわき市/1名

茨城県/4名

いわき市/1名

南相馬市/4名

いわき市/4名

いわき市/7名

いわき市/7名

いわき市/2名

白河市/5名

茨城県/4名

いわき市/13名

楢葉町/4名

いわき市/5名

宮城県/1名

石川町/4名

須賀川市/1名

いわき市/3名
中川五郎＆Proper Job ❼㈯16：10

ロック（4回）
54

フォーク界のレジェンド・中川
五郎さんと名うてミュージ
シャンのスペシャル・ユニット
です。今年も楽しみにしてま
す。

東京都/5名

サリナ舞踊教室フラメンコ❽㈰13：15
フラメンコ（16回）
30

舞踊家のサリナと、主宰する
教室の生徒10名が参加。生演
奏で情熱と迫力のフラメンコ
をご堪能ください！教室では生
徒募集中です!

音楽まち工場 ❽㈯11：15
ロック（2回）
31

オリジナルのハードロックを
やっています。ギターソロもあ
るよ。ツーバスもあるよ。ベー
スうなるよ。ボーカル吠えるよ。
カッコいいおじさんばかりだ
よ（話半分）

いわき市/10名 東京都/4名



Tavasco ❼㈯16：55
ソウル・R&B（4回）
55

1980年代から活動を続ける
ジャパニーズFunk&Popバン
ド。40年を超えて継ぎ足し燻
し醸された秘伝のファンクを
貴方に。ホットでスパイシー、
踊れて笑えるステージが魅力
的。全曲オリジナル。

風来坊 ❽㈯10：30
フォーク（4回）
56

70年代のかぐや姫、風などの
フォークソングを愛する、平均
年齢が還暦を過ぎてしっまっ
たおじいさんバンドです。震災
をきっかけに20年ぶりに再結
成して今に至ります。皆さんと
楽しい時間を共有できればと
思います。

SOUL STATION ❺㈰10：45
ブルース（初）
58

福島市を中心に音楽活動して
いる百戦錬磨のメンバーが意
気投合して結成したバンドで
す。ブルースブラザーズ等の
ノリの良い曲を演奏して、コロ
ナ禍をぶっ飛ばします！！

Mix Nuts ❼㈯14：00
ロック&オールディーズ（16回）
57

いわきではすでに古株になり
つつある、女子力強いバンド！
みんなが知ってる60～80年
代の洋楽・邦楽ナンバーを中
心にMix Nuts的アレンジで
お届け!

オリティー・アフロヘッズ ❼㈯17：40
ソウル・R&B（6回）
59

アフロヘアーを振り乱し、お尻
を振って踊りたくなるような
ファンクをお届けします！ぜひ
楽しんでくださいね～！

RYUJDESS ❺㈯15：05
ロック（初）
61

日本を代表するハードロック
バンドのLOUDNESSのコ
ピーバンド！　特に樋口宗孝ド
ラムに拘って選曲を行ってい
る。

Betty ❾㈯14：00
フォーク（2回）
60

オリジナルを中心に演奏しま
す。癒しになれば嬉しいです。

T.I.P ❷㈰12：10
ロック（2回）
62

いろいろありましたが、このメ
ンバーでバンドを始めて早30
年！！懐かしいブルーハーツの
コピーをお届けします。

ミッチーdeたっちー☆キラキラLet's自己解放 ❼㈯11：50
ロック（4回）
64

おそらく世界で唯一の及川光
博コピーバンドです。
音楽のジャンルはロック～
ファンク～歌謡曲と幅広く、
きっと１曲ぐらい好きな曲があ
るかも。目から耳から楽しんで
頂けるよう頑張ります。一緒に
楽しみましょ!

GARI ❾㈰11：00
フォーク（2回）
63

いわきの街角に昭和の風を吹
かせたいです。

いわきハーモニカ教室 ❶㈯11：10
クラシック（2回）
65

前回はNHKハーモニカ教室
でしたが、NHKいわき教室が
なくなったため大田原師範の
指導の下練習に励んでおりま
す。複音ハーモニカのよさを
すこしでもお伝えできればと
思います。

いわき松ちゃんベンチャーズ❸㈰10：45
エレキインスト（16回）
66

バンド名の通りベンチャーズ
のコピーバンドです。久しぶり
の演奏で思い出すのもやっと
……ドラムのメンバーも新し
くなり心機一転頑張ります!

かざみどりばんど ❻㈰12：30 ❷㈰16：30
アコースティック（16回）
67

結成17年目に突入し、ついに
30代。家族が大事。仕事も大
事。狙うはサラリーマンバンド
の一等賞。久しぶりのいわき
での演奏楽しみにしておりま
す！ぜひ会いに来てください。

The Complete'S ❷㈰10：00
ジャズ（初）
69

今年結成したジャズ初心者が
多いバンドです。いわき・ら・
ら・ミュウにて毎月第３日曜日
に演奏出没しています。

SK-II ❼㈰16：25
ロック（2回）
68

悪魔の使徒が4年の月日を経
て、このいわきの地に再び降
臨!
聖飢魔IIの教えを知らしめる
ため恐怖と笑いと美白の宴が
また繰り広げられる！！

おも＆ラズベリージャムバンド　❷㈰15：00
フォーク（3回）
70

結成わずかですが、フォークと
ロックの融合、そしてカント
リー風にも仕上がった面白い
バンドが出来上がりました。す
べてオリジナル曲で構成して
います。是非、私たちの音楽を
聴きに会場まで足を運んでく
ださい。

サソリ固め 10㈰18：05
ロック（16回）
72

洋楽ロックのカバー中心で
ちょっとだけオリジナルもやる
のかな？ 久々のLIVEなので
頑張ります。

オーサンシャインズ　 ❽㈯16：45
ポップス（7回）
71

ジャンルにかかわらず好きな
歌を歌っています。17歳から
70歳代までのワイドレンジな
グループです。

Kenny Yellow Blues ❹㈯14：45
ブルース（2回）
73

戦前から現代までアメリカで
生まれたブルースを演奏しま
す。いわきの皆様に魂のブ
ルースをお届け致します。

いわきベンチャーズ ❼㈰13：45
エレキインスト（16回）
74

街コンの主宰バンドとしてコ
ロナに負けずにがんばります。

坂本つとむ ❻㈰13：55 ❹㈰15：15
ポップス（3回）
76

2022年1月ゆうせんお問い合
わせランキングチャート1位を
獲得した『LOSTプロポーズ』
を引っ提げ、アコースティック
LIVE＆キャンペーン LIVEツ
アー2022を全国展開中!

Blue Rose JAZZ ❽㈰17：30
ジャズ（11回）
78

今年はピアノトリオにSaxと
Voでジャズスタンダードナン
バーをお届けします。 しっと
りとしたバラードからアップテ
ンポなスイングまで会場の皆
さんと共に楽しみたいです。
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東京都/9名 楢葉町/7名

福島市/4名

いわき市/6名

いわき市/7名

埼玉県/4名

宮城県/1名

南相馬市/4名

東京都/9名

いわき市/1名

いわき市/8名 いわき市/5名

神奈川県/4名 いわき市/5名東京都/6名

郡山市/5名 いわき市/5名いわき市/11名

栃木県/1名 いわき市/5名

彩与（さや） 11㈯11：00
アコースティック（初）
77

子供から大人まで、老若男女
楽しめるオリジナルソングを
歌います。ウクレレで弾き語り
をしてます。誰でも聞きやす
い歌詞とメロディーに合わせ
て、癒しの音楽をお届けしま
す。よろしくお願いします♪

いわき市/1名東京都/2名 いわき市/5名

凾いわベンチャーズ ❹㈯12：40
アコースティック（2回）
75

アコースティックギター２台で
ベンチャーズナンバーを中心
に昭和の懐かしい楽曲を演奏
します。

いわき市/2名

十中八九 ❽㈰18：20
ジャズ（6回）
80

音楽・演劇・ダンス・美術など
多種多様なアートを渾然一体
とさせた神出鬼没系総合エン
ターテイメントバンド。

津軽三味線みつとよ会 ❶㈰13：35
津軽三味線（14回）
81

「弦悟郎ひかり組」改め「津軽
三味線みつとよ会」です。
佐々木光儀流 いわき支部の
メンバーです。久しぶりの街
コン開催なので張り切って演
奏します。元気な津軽三味線
の音色をお楽しみください。

いわき市/22名 いわき市/7名

MACHICON2022



Smile Eyes 11㈯11：30 ❻㈯14：30
ポップス（5回）
83

一度聞いたら忘れられないメ
ロディーと、Voの癒しと力強
さを兼ね備えた声質が特徴。
近年は「命の尊さ」を訴える楽
曲が増えてきています。

千本ロック 10㈰13：55
ロック（8回）
82

誰もが知ってる色々な世代の
あの曲を、ロックなサウンドに
いじくりこんにゃく!ノリノリ
な演奏で楽しさと笑顔をス
テージからお届けします！みな
さんの手拍子と掛け声で楽し
さも無限大!

Hiro ❽㈰11：10
ポップス（9回）
84

角松敏生さんの８０年代の楽
曲をアコースティックバージョ
ンにアレンジしてみました。デ
ビュー曲の『YOKOHAMA 
Twilight Time』など懐かしい
曲を演奏しますのでぜひとも
楽しんでください。

美崎バンド ❷㈰14：15
ロック（初）
86

10代、20代の頃にビートルズ
やニルヴァーナに衝撃を受け
音楽の道を志しました。でも
夢は叶わず、腐り続けて気が
付けば50歳。それでもぼくら
には音楽しかない。枯れたメ
ロディーを鳴らします。

ザ・マスターズ ❸㈰10：00
エレキインスト（7回）
85

ザ・ベンチャーズの曲を中心
としたインストバンドです。今
年も明るく楽しく元気を届け
よう！！ で頑張ります。みんなで
3年ぶりのいわき街なかコン
サートを楽しみましょう。

Drag Queen ❼㈰12：55
ロック（初）
89

クィーンのコピーバンドを結
成し10年を超えました。
映画の影響もありみんながわ
かる楽曲が増え、いわきのス
テージでぜひライブエイドの
曲順で皆様に聞いていただき
たいと思います。

南圭滋郎 ❾㈯12：00
アコースティック（初）
88

初参加の高校生です!主にブ
ルーハーツの曲をやります!
よろしくお願いします。

ランブリンワンマンバンド❾㈯13：30
ブルース（8回）
92

ひとりで15の楽器を操り演奏
するワンマンバンド。わたしの
ような恨み妬み嫉みの人間が
演奏する音楽はどんなジャン
ルでもブルースになります。

THE DEALERS 10㈰15：50
ロック（8回）
91

60年代のR&Rやストーンズ
のカバーした楽曲を演ります。

大田原健太郎 ❹㈯13：15
ハーモニカ（7回）
93

ハーモニカはポケットに入る
オーケストラ。映画音楽、クラ
シック、シャンソン、日本歌曲、
などを中心に。
日本ハーモニカ芸術協会　師
範・副理事長　アジア大会成
人の部２位、複音ハーモニカコ
ンクール１位。

GOLD BLENDERS ❸㈯14：55
ロック（初）
95

結成1年目、街コンが初ライブ
です。
その昔50'sやロカビリーに心
奪われた面々がそれぞれのバ
ンド か ら 集 結 。今 回 は
『CADILLAC』のナンバーを
コピーしての参加です。街コ
ンでいわきを元気に!

楽団ふたり ❹㈯15：45
ハーモニカ（7回）
94

ハーモニカ２人で楽しいコン
サートつくりを目指していま
す。いわき、東京、仙台で主な
活動をしています。映画音楽、
クラシック、シャンソン、日本歌
曲、などを中心に選曲します。

IBC SAXOPHONE ENSEMBLE❼㈰10：00
クラッシック（15回）
96

主にクラシックを演奏します。
久しぶりの街なかコンサート、
皆様と一緒に盛り上がってい
きたいと思います。
サックス４本の響きをお楽しみ
下さい。

TSUMUJI-KAZE ❺㈰13：45
ロック（10回）
98

ロックなオリジナル曲を演奏
します。
久しぶりの街なかコンサート
楽しみたいと思います。良かっ
たら遊びに来てください。

Riraバンド ❸㈰12：15
ロック＆オールディーズ（初）
97

Riraバンドは、ロック＆オール
ディーズ＆歌謡曲等。恋の片道
切符、朝日のあたる家、サマー
タイム、ビーマイベイビー、別
れの朝、ノラ、定番はボヘミア
ン。ぜひ♪街コン♪で皆様に
聴いて頂きたいと思います。

TELVIST ❼㈯13：15
ロック（8回）
99

THE KING OF ROCK'N 
ROLL!!
1950年代、ロックンロールで
熱狂させたスーパースター、
エルヴィス・プレスリーのナン
バーをお届けします！久しぶり
の街コン、楽しみます！

母方の親戚 ❾㈯11：30
フォーク（3回）
101

トランペット奏者タカシーと弾
き語りトミヨの音楽コンビで
す。ユニゾンカラー強めのキャ
ラクターとライブステージン
グは毎回見逃せません。イン
スト、弾き語り等。ノンジャン
ルの全創作音楽をお楽しみく
ださい。

レッチん ❺㈯10：30
ロック（初）
100

Red Hot Chili Peppers を
愛してやまない漢たちのバン
ド!
ほとばしる僕たちの赤い汗を
見に来るのも一興です。
注）僕たちはカバではありま
せん。
レッチん!よろぴくですｗ

NO PLAN ❹㈯12：05
ブルース（2回）
102

横浜在住（小高出身）のリアル
ブルースマン遠藤コージとい
わき在住の二人が30数年前
に組んでいたバンドを再結成。
気持ちだけは10代のまま頑張
ります。

AZI-fly ❷㈯16：05
ロック（初）
104

ASIAN KUNG-FU GEN-
ERATIONとSuperflyのコ
ピーバンドです。楽しいライブ
にしたいと思います。

GSフリーク ❽㈰16：45
ロック（16回）
103

1960年代、日本の音楽シーン
で一大ムーブメントを築いた
GS（グループサウンズ）。
その熱狂と興奮を伝えるロッ
クバンド。

リキちゃんナミちゃん ❷㈰10：45
ポップス（初）
105

20代後半夫婦バンド。ギター
とドラムだけでポップスをやっ
てみます。SMAP、あいみょん
等。聴いたことあるな～な曲
ばかりなはず。我々と同世代
の方はもちろん、色々な世代
の方に楽しんでいただけます
ように。

10
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茨城県/2名いわき市/5名 いわき市/3名

いわき市/3名いわき市/4名

郡山市/6名いわき市/1名

南相馬市/1名いわき市/4名 いわき市/1名

いわき市/4名いわき市/2名 いわき市/4名

いわき市/5名いわき市/4名 いわき市/4名

いわき市/2名いわき市/4名 いわき市/3名

郡山市/5名いわき市/4名 いわき市/2名

アントニオ杉岡 ❹㈯15：15
ブルージィー昭和歌謡（5回）
87

昭和30年代、40年代の歌謡曲
をブルージィーに歌います。幅
広い年齢層のお客さんが楽し
めるステージにしたいと思っ
てます。

いわき市/1名

ザ☆メタボマン ❹㈯13：45
アコースティック（3回）
90

福島の復興をテーマにした
「ふくしま３部作」などオリジナ
ル曲を演奏しています。腹回
り100センチ、迫力のメタボ
リックボーカル!50年前は平
一小で駆けっこ1位だったん
だけどなぁ。

郡山市/1名

やすみじかん ❻㈯12：30
フォーク（2回）
107

授業のあとの、給食のあとの、
ホッとひと息つく頃に、ギター
手にしてつま弾いて。そんな
頃から十数年。初出場からは
や３年。担任・生徒で気の向く
ままに。「やすみじかん」のあ
の頃みたいにのんびりとした
ひと時を。

わいわい合唱団江東 ❽㈯14：15
フォーク（4回）
106

2012年江東区のフォークライ
ブで知り合った仲間たちで、早
や10年、歳も取りました。
フォーク、ポップス、オリジナル
など好きな歌を月1回集まっ
て歌っています。練習の後は
もちろん乾杯!

Ailes（エールズ） ❽㈯18：15
ジャズ（2回）
108

スタンダードジャズと懐かし
いアメリカンポップスを演奏
します。皆様に楽しんでいた
だけますよう笑顔でお届けし
ます。おかげさまでいわき市
内外で演奏活動中です。

いわき市/2名 いわき市/7名東京都/10名



くもスキ ❷㈯14：00
フォーク（4回）
110

3年ぶりの『くもスキ』再始動
です！フォークのような…
ちょっと懐かしい曲を中心に
カバーしています。応援宜し
くお願いしま～す！

オミトミクル ❻㈯15：00
ポップス（2回）
109

大学の先輩と後輩が久々に音
楽やろうぜ!という当時のノリ
で結成。ゆずのカバーとか
J-popを主にやります。地元が
いわきのオミ、学生時代をい
わきで過ごしたミクルの2人
です。

TRIes（トライズ） ❷㈯10：30
ポップス（初）
111

Steel pan（スティールパン）
という珍しい楽器を使い、
色々なジャンルの曲にトライ
しているバンドです!
皆さんに楽しいひと時を過ご
して頂けるよう、素敵なサウ
ンドをお届けします!

ミューゼ・ジュニア　アンサンブル ❶㈰15：45
ポップス（3回）
113

全員ピアノを習っていた中高
生達と指導者でバンドを組ん
でいます。「栄光の架橋」や「情
熱大陸」などのアンサンブル
をお楽しみ下さい。

HALO★HALO ❷㈯17：35
ポップス（初）
112

いわきには珍しい？！スティー
ルパンバンドです！皆さんの
知っている曲を、明るく、軽快
に演奏します。なんだか聴い
ていると癒される、そんな音
色をお楽しみ下さい!

ミューゼ・サックス アンサンブル ❶㈰16：25
ジャズ（5回）
114

ミューゼでサックスをレッスン
しているメンバーと、各楽器
の講師陣による「酒バラ」や
「ムーンリバー」などのバンド
演奏をお楽しみ下さい。

ほめちゃオールスターズ ❸㈰15：45
ゴスペル（5回）
116

いわきホームチャペルのメン
バーが希望の歌ゴスペルや教
会で歌っている現代的な讃美
歌を歌います。ゴスペルには、
試練を乗り越えさせる力があ
ります。このゴスペルの力を
信じて歌います。

YAMAIBAND ❶㈰14：15
フュージョン（5回）
115

主に郡山でフュージョンを活
動し続けて30余年、一度は耳
にしたことのある懐かしい曲
を中心に演奏してます。カシ
オペア、リーリトナー、渡辺香
津美など演奏予定です。

いわきラブフィースト・ゴスペルクワイア❸㈰16：25
ゴスペル（9回）
117

首都圏で活躍しているプロの
ゴスペルシンガーが指導して
下さるクワイアです。ゴスペル
大好きで、初心者大歓迎です！
地域の施設やいろいろなイベ
ントで、希望の歌ゴスペルを
楽しく歌っています。

森康博 ❾㈯16：00
フォーク（5回）
119

長渕さんから始まり、今西さん、
ピストルさん等々に心奪われ、
気づけばそれ以外のいろんな
音楽に心動かされて今に至り
ます。そんな「心動かされて」
を少しでも共有できたらうれ
しいです。どうぞ、お聞きくだ
さい。

北川玉奴 ❻㈯16：00
演歌（5回）
118

怪しい者ではありません。アタ
シゃ北川玉奴。演歌・懐メロ・
歌謡曲、あなたのために歌い
ます。またバカな歌が増えまし
た。お楽しみに～!

The musoji 2nd ❾㈰15：30
フォーク（3回）
120

仙台市で活動するアコース
ティックユニットです。参加３回
目となる今回は女性２人の
ヴォーカル＆コーラスを加え
て、さらに演奏の幅を広げま
す。全オリジナル曲のどこか懐
かしいメロディーをお楽しみ
ください。

ミスターきむら ❹㈰11：45
ポップス（初）
122

一度は聞いたことがあるよう
な洋楽を中心に、歌とギター
で活動しています。例えば、
ビートルズやイーグルスの曲
などです。歌とギターで、心に
エネルギーをお届けしたいで
す。

ウロ竹太郎 ❾㈯14：30
フォーク（8回）
121

オリジナル曲を中心に、弾き
語りでライブ活動をしており
ます。自身でも演奏困難なや
やこしいギターアレンジが特
徴です。

CIRUELA ❶㈯12：35
ジャズ（初）
123

いわき市内のジャズバー等で
セッションしている仲間で結
成しました。今回の街コンが
初ステージとなります。スタン
ダードジャズをお楽しみ下さ
い。

RAD music friends ❶㈯13：20
ジャズ（初）
125

千葉県柏市の音楽教室、ラッ
ド・ミュージック・スクールの先
生と生徒で結成したJazzユ
ニットです。いわき街なかコン
サートには生徒だけで出演し
ます。スタンダード・ナンバー
を中心にお届けします。

Classcuits（クラスケッツ） ❶㈯14：45
ジャズ（2回）
124

フロントにケーナとヴァイオリ
ンを配した、珍しい編成の
Jazzユニットです。主にスタ
ンダード・ナンバーを演奏しま
す。聴いてくださる方の心が
豊かになるような演奏を目指
します。

服部 ❾㈰13：30
フォーク（2回）
126

オリジナル曲、フォーク等を弾
き語りしています。3年振りの
街コン、楽しんで歌います。

Akiyoshida ❹㈰10：35
ポップス（4回）
128

久々の街コン!開催できるの
を待ち望んでいました。ハン
バートハンバートのカバーを
Akiyoshida風にアレンジし
てあったかい空気感をかんじ
ていただけたら♪　みなさま
に会えるのを楽しみにしてま
す。

Nice Guy's ❽㈰14：00
ロックンロール（5回）
127

今回も、永ちゃん（矢沢永吉さ
ん）のコピーで出場します。会
場のお客様と一緒に最高に盛
り上がれる熱いライブにした
いと思いますので、応援ヨロ
シクです !!

まっさら（downhiLL） ❻㈰13：25
アコースティック（4回）
129

音楽とお酒が大好きな2人組
ガールズバンド。バンド名を新
たに、４回目の参加。まさに”
まっさら”な気持ちで楽しませ
ていただきます♪Jpopを中
心にカバーするので、よかった
らのんびり聴いていってくだ
さい!

MOCA＆たこっち ❶㈰10：00
ポップス（初）
131

エレクトーン2台のアンサンブ
ル、ソロ演奏でポップスや
フュージョン系などを演奏し
ます。1台で様々なジャンルの
曲を弾きこなせるエレクトー
ンの魅力が伝わるといいなと
思います。

Ｇ・Ｓ・Ｄ ❻㈯11：00
ジャズ（初）
130

7/3現在、結成１週間のJAZZ 
SAX ＆ GUITAR DUOです。
MellowなJAZZを演奏いた
します。
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11

いわき市/4名栃木県/2名 いわき市/4名

いわき市/7名いわき市/6名 いわき市/13名

いわき市/8名本宮市/5名 いわき市/22名

いわき市/1名神奈川県/1名 宮城県/4名

いわき市/2名秋田県/1名 いわき市/5名

千葉県/6名いわき市/6名 いわき市/1名

いわき市/2名いわき市/4名 東京都/2名

いわき市/2名東京都/2名
TURBINES DRIVE ❺㈯12：45

ロック（3回）
132

王道ハードロックにプラスし
てオルタナティヴ的なアレン
ジ・サウンドとメッセージ性の
高い日本語詞を乗せたオリジ
ナル楽曲をメインに、Prince, 
Godiegoなどのカバーも披露
予定。

東京都/3名

Gan☆ ❽㈯14：55
フォーク（初）
133

去年からピアノ始めました。街
コンでちょうど1年たつのでそ
の記念に出ます。曲は4曲限定、
他はまだ弾けません。最悪の
場合はギターに逃げます（笑）

いわき市/1名
Burst 10㈰11：30

ロック（9回）
135

街コン復活！！今回も、B'zを中
心にノリノリのアゲアゲで会
場を盛り上げるので、ぜひ聴
きにきてください。B'zだけ
じゃなく、L’Arc～eñCielも
やります。会場で待ってます。

ちゃんとばんどまん。 ❼㈰15：00
ロック（初）
134

個性豊かなメンバーで、ボー
カルが作ったオリジナル曲を
演奏します。いわきでの演奏
は初めてです。心を込めて届
けます。みなさまの心になに
か少しでも残せますように。

いわき市/4名喜多方市/4名



兄者とPUMBAA ❻㈰16：00
アコースティック（4回）
136

「兄者」こと、中村サトシがギ
ターヴォーカル、PUMBAAが
カホンを担当するアコース
ティックユニット。一応兄妹設
定。東京を中心に活動してい
ます。ロック畑育ちのオリジナ
ル楽曲を演奏します。

いわきジャズオーケストラ❶㈯17：50
ジャズ（16回）
138

今年はジャズオケ30周年コ
ンサートを11月27日（日）に
いわき市文化センター（大
ホール）で予定してます。

Opaoma Rookies ❸㈰11：30
オールディーズ（2回）
137

3年前に初参加させていただ
き、さ～来年も頑張るぞ！と
思ったらコロナで2年間の休
止状態。ボーカルのカシマシ3
人娘（？）と爺さんバンドマン
が、オールディーズを歌い演
奏します。

まぁーしぃ ❻㈯16：30
ブルース（初）
139

サンタナやJeffBeckなど　
遠い昔に流行ったエレキギ
ターを弾きます。あとブルー
スロックやオリジナル曲も
少々。携帯のガレージバンド君
といっしょに弾きます。

court of Schizoidman ❺㈯12：00
ロック（1回）
141

福島県郡山を中心に活動して
いるキングクリムゾンのカ
バーバンドです。いわき街な
かコンサート久々の出演です。
よろしくお願いいたします。

スマイル・クラフト ❾㈰14：00
ポップス（初）
140

結成1年、オカリナ2台＋ギ
ターのアンサンブルで時々歌
も交えて、懐かしいPOPSを
演奏します。誰もが一度は聞
いた事がある曲ばかりです。

オミ ❾㈰16：00
ポップス（3回）
142

秦基博さんの曲をギターで弾
き語りをするアラフォー男の
演奏をぜひお聴きください。

レッドシェッペリン ❺㈰16：35
ロック（12回）
144

お久しぶりです。皆元気です。

こけこっこ ❺㈰15：15
ロック（5回）
143

サポートメンバーとして高1ギ
タリストを迎えてRED HOT 
CHILI PEPPERSの曲を中
心に演奏します。みなさんぜ
ひ、観にきてください。胎教に
レッチリ聴かせると15年後こ
うなります。

KOJI ❾㈯15：30
アコースティック（初）
145

40年ぶりにギターを弾きはじ
めて3年。オリジナル曲とカ
バー曲で初エントリーします。
大人の低音を響かせられるよ
うに頑張ります!

Juni. ❹㈰14：05 11㈰15：40
ポップス（13回）
147

不器用ながらに自分らしくど
う生きれるか、悩んで迷って
ギターをかき鳴らすシンガー
ソングライターです。久々のア
ベマンセイ氏とのコラボも楽
しんで頂けたらと思います!
街コン復活本当に嬉しい!

JELLY BEANS ❷㈰11：25
ポップス（4回）
146　

90年代のAORなPopsの演
奏を中心にお届けします。新
たにキーボードメンバーを加
えてさらにパワーアップして
戻ってきました!一緒に楽しみ
ましょう!

虹色楽団 ❺㈯13：35
ロック（初）
148

年齢・性別・音楽の経験などに
関係なく、ロック好きな大人た
ちが集まり、60～80年代に
ヒットしたロックを中心に、
コーラスとバンドで音楽を創
り 上げるアマチュア楽団です。

ヤス中井 ❾㈯11：00
アコースティック（3回）
150

フラシティいわきがウクレレ
の生音に溢れるような街にな
るよう、日々活動をしています。
いわき市の姉妹都市であるハ
ワイのカウアイ島と繋ぐ、カウ
アイ島のミュージシャン作曲
の曲や、オリジナル曲も演奏
予定です。

はぐれもん ❾㈯16：30
ロック（6回）
149

どもっ!はぐれもんです。全曲
オリジナルです。爽やかな夏
の風の様なそんなロックと甘
く切ないバラード、はぐれもん
ＲＯＣＫをお楽しみください。

Loco・Maimai ❾㈰10：00
ハワイアン（2回）
151

ALOHA! ウクレレと歌でハワ
イの風をお送りします。私たち
の友情が奏でるハーモニーに
心がホッとできる時間になれ
ますように願いを込めて歌い
ます。

JAMU ❶㈯11：50
アコースティック（12回）
153

3年ぶりの街コンで楽しみで
す。コロナ禍の中でも皆さん
と楽しんで演奏していきたい
と思います。

さくらベンチャーズ ❸㈯10：30
エレキインスト（7回）
152

コロナ禍にリーダー＆リードギ
ターの片倉隆雄さん、サイド
ギターの斎藤一さんを亡くし
ましたが、新たに2人のギタリ
ストを迎え「さくらベンチャー
ズ」は活動継続します!
追悼ライブをお楽しみくださ
い。

WRAITH ❷㈯13：15
ロック（3回）
156

オリジナルの楽曲をやってお
ります。Youtubeに音源と映
像をアップしてます。今回で3
回目の参加となります。久々
のライブとなりますが、緊張せ
ずに楽しんで演奏できればい
いかなと思います。

カシミアチェイサー ❶㈰12：50
ポップス（9回）
155

竹内まりや、ユーミン、松原み
き等昭和50年代に良く聞いた
日本のポップスを中心に演奏
してます。お楽しみください。

花と花澤 ❾㈰12：00
ポップス（初）
157

いわき在住のピアノボーカル
の花が作詞作曲したオリジナ
ル曲を花澤一也のカホンを入
れて2人で演奏します。楽しい
曲やバラードもありますので
お楽しみください!
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東京都/2名 いわき市/17名郡山市/7名

いわき市/1名 郡山市/3名いわき市/3名

いわき市/1名 いわき市/4名いわき市/4名

いわき市/1名 郡山市/2名茨城県/5名

東京都/19名 いわき市/1名いわき市/1名

いわき市/2名 いわき市/6名いわき市/4名

西郷村/4名東京都/7名

いわき市/2名
風信子（ひやしんす） ❻㈯1０：30

フォーク（初）
159

フォークソングやオリジナル曲
を、ギターとウクレレ、キー
ボードでゆるゆると歌ってい
ます。聴いて下さった方がホッ
と優しい気持ちになっていた
だけるようなライブにしたい
です。

明星 ❼㈯10：30
歌謡曲（初）
158

誰もが聴いたことがあり思わ
ず口ずさんでしまう昭和の歌
謡曲を女性ハーモニーでお届
けします。懐かしい気持ちにな
る人がもいるかも。「え、生まれ
てないよ」という人には案外
新鮮かも。微力ながら精一杯
努めます!

二本松市/2名いわき市/3名

ミューズプライベートユニットバンドα❸㈰13：00
ロック（6回）
160

日本の歌謡曲を愛してやまな
い、9人組のアマチュアバンド
です。今年で結成25年!新メン
バーも加わり、ますますパ
ワーアップした、迫力あるサウ
ンドをお楽しみください。

須賀川市/9名
NWNiitsuma&Kiki ❾㈰10：30

ポップス（4回）
162

コロナ禍で、3年中止だった街
コン。待ちに待ったこのイベン
ト。新たな気持ちで、聞きにい
らっしゃった観客の皆様を巻
き込んで、楽しい演奏にした
いと思います。

Close2U ❶㈯17：00
ジャズ（12回）
161

結成から約20年，メンバー不
動の仲良しジャズバンドです．
バツグンの女性Voをメインと
して，知名度の高いジャズスタ
ンダード曲や洋楽定番曲を，
我々流儀のアレンジで爽やか
にお届けします♪

いわき市/2名いわき市/5名

馬場ルリ子 ❹㈯10：30
アコースティック（3回）
154

オカリナでの演奏。演歌ポップ
スと演奏。ハーモニカもプチ
で演奏。民謡で行きます！！

宮城県/1名



KAZU-17 ❻㈯14：00
フォーク（初）
163

17歳からギターを始めて、バ
ンドを組んだり、いろいろなコ
ンテストにも参加してきまし
た。今回、初参加ですが、井上
陽水の曲を中心に皆さんの心
に響くよう一生懸命演奏しま
す。　

An Elevator Boys 10㈰12：50
ポップス（16回）
165

エレベーターから突如現われ
て工作活動を行い、消えてい
く正体不明の組織である。実
在を信じる人は少なくないが、
確実な証拠はないため、実在
するかは不明とされている。
存在自体が都市伝説として語
られる事が多い。

犬っ子サーカス團！ ❺㈯14：20
ロック（初）
164

犬神サーカス団のコピーバン
ドです。2017年に行われた、
ご本人主催のコピーバンド大
会で優勝しました。現在は
YouTubeでのスタジオ動画
配信や、ライブハウスでの活
動を行なっています。

team lindra ❷㈯12：30
ロック（2回）
166

LISA、川田まみ、鈴木このみ
etc...。team lindraといえば
LiSAとアニソン?アニソンは
やっぱカッコいい!って思って
もらいたいです！

The Five Stripes ❸㈯11：55
ジャズ（14回）
168

スタンダードJazz、ボサノバ、
ラテン等を中心にあちこちで
聞き覚えのあるような曲を中
心に演奏します。コロナを吹
き飛ばすような楽しいステー
ジにしますのでお楽しみに!!

Never Come Incidents ❽㈯12：00
ポップス（4回）
167

“勿来”で出会い、結成して早5
年。東京事変のコピーを行っ
てましたが、気づいたらヒゲダ
ンのコピーバンドに変化して
ました。2年ぶりということで、
メンバーもだいぶ変わりまし
たが、がんばります。

カイレアフラハラウ ❽㈯16：00
ハワイアン（8回）
169

聴く人の心が和むようなハワ
イアンをお届けしたいです。

ジェリービーンズ ❷㈯14：45
ポップス（2回）
171

ジェリビの愛称で、洋楽ポップ
スを中心に女性ボーカルが懐
かしい曲から最新の曲までお
届けします、ジェリービーンズ
久しぶりの登場です。

SHOT ❺㈯17：20
ロック（4回）
170

ドラマーが弾くベースと現役
吹奏楽部のJKドラマーと調
子っぱずれなギターが真剣に
ロックンロールします!テクは
ないけど、ノリはある!久しぶ
りの街コン、楽しみましょ!

精霊飛蝗 ❶㈯16：15
フュージョン（5回）
172

Tスクエア、角松インスト、プリ
ズム、Dサンボーンなどをやっ
ているフュージョンバンドです。
今回もSAXをフィーチャーし
た楽曲を用意する予定です。
爽やかなひと時をぜひお楽し
みください。

二世帯住宅 ❸㈰14：25
ポップス（初）
174

ユニット「二世帯住宅」です! 
コレサワ　iriのカバーを中心
にやっちゃいます!インドアユ
ニット初の有観客ライブ…ド
キドキするけどがんばります!

Devils in the smoke ❸㈯16：25
ロック（3回）
173

ロック好き5人組が聖飢魔IIを
カバーしてみました。

Ｇ.Ｇ.ＣＬＵＢ ❶㈰11：25
ポップス（3回）
175

福山雅治や玉置浩二のカバー
などを演奏します。メンバーの
うち２人は還暦を迎えたので、
ゆっくりほっこり演奏します。

Jive2（ジャイブジャイブ） ❶㈯10：30
フュージョン（8回）
177

日本を代表するフュージョン
バンド「CASIOPEA」の曲の
みを演奏する4人組のアマ
チュアバンドです。結成10年
目を迎える今年は、いわきと
フュージョンをますます盛り
上げたい!という思いで演奏
します。

JELLY ROLL BAKER BLUES BAND❸㈯12：40
ブルース（7回）
176

ブルースバンドです。2年ぶり
に演奏できることを楽しみに
しています。

Makana OluOlu ❽㈰14：45
Hawaiian（初）
178

アップテンポの曲を中心にダ
ンサーとのコラボし、見ても
聞いても楽しく新しいハワイ
アンバンドを結成しました。バ
ンド名の「Makana OluOlu」
とは心地よいプレゼントとい
う意味。皆様にお届けします 。

紙子 ❷㈰12：50 ❻㈰15：30
アコースティック（6回）
180

土着的でリズミカルでどこか
懐かしい音楽を、秋の空と一緒
にお届けします。ぜひ楽しいひ
と時を、一緒に過ごしましょう!!

いわさききょうこ❼㈰14：25 ❻㈰16：35
フォーク（10回）
179

70年代のようなどこか懐かし
い感じのする歌を ギター×ギ
ターやギター×ピアノのサウ
ンドと共に奏でる。いわさき
きょうこオリジナルソングの他、
70’sのフォークソングや歌謡
曲も歌う予定です。

4匹のSanbi ❸㈯11：10
ゴスペル（初）
181

ウタコは教会の賛美曲を歌い
たいのだけど、ギタオさんは
反戦歌やったらどうかなぁと
か、キボミさんはすごく古い
なんとかっていう曲をやりた
いって言ってます。何でもあり
でがんばります。みんな、癒や
されてー!

Yan's（ヤンズ） 10㈰10：45
ロック（3回）
183

アニソンやるでやんす。やっぱ
りHard Rockになっちゃうん
だよねぇ。ツインヴォーカルと
Keyが加わって音に厚みが出
る予定？聞きに来て欲しいで
やんす。バスケ、忍法、魔法
etc...やります!

あつまれ！大チーズ 10㈰10：00
ロック（初）
182

来てくれる人みんなに活力を
与えられるような音楽鳴らし
ます！！！
一緒に楽しんでね
(ヽ;?;Д;?;; )?
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いわき市/1名 東京都/3名いわき市/4名

いわき市/5名 いわき市/14名いわき市/5名

いわき市/7名 いわき市/5名いわき市/4名

いわき市/6名 いわき市/3名いわき市/5名

相馬市/3名 いわき市/4名茨城県/4名

いわき市/7名 東京都/1名東京都/2名

いわき市/4名 いわき市/6名いわき市/3名

いわき交響楽団 ❶㈰10：40
クラッシック（7回）
185

いわき市に唯一のオーケスト
ラです!! 生の楽器のハーモ
ニーで、クラシックの名曲をお
楽しみください。

Chloro Albatross ❷㈯11：10
ポップス（3回）
184

今年もまた、心の深海から、碧
く澄んだ光を目に宿しながら、
浮かび上がって来ました！なん
でかみんなの心の中に残るそ
んなバンド、音楽でありたいな
あ。愛を知るためのエレジー、
そして終わりはハジマリなの
です。

千早青 10㈰12：10
ロック（9回）
186

いわき市出身のシンガーソン
グライターです。アコース
ティックロックをバンドでの参
加させていただきます。メン
バー一同、街コンが大好きで、
待ちわびておりました!クオリ
ティ高い演奏が出来るよう頑
張ります。

車に乗ったシーザーサラダ ❹㈰10：00
ポップス（7回）
188

パーカッションが加わり
POWER UP？オリジナルの
コール&レスポンスを中心に、
オリジナル曲とJpopのカ
バーを演奏します。シーザー
じゃんけん？で勝つと何かも
らえるかもしれません。

みどり&いしやん ❹㈰12：55
ジャズ（16回）
187

前回まではみどり&こうで参
加していましたが息子は街コ
ンを卒業しPerいしやんとの
参加になります。Jazzの他、映
画「ひまわり」の主題歌、ウクラ
イナに１日も早く平和が訪れ
てほしい願いを込めて歌いま
す。

いろは ❽㈰10：35
箏（4回）
189

コロナ禍以前はフルートとの
ユニットでしたが、少し編成を
変えて今回は箏三人で参加し
ます。たくさんの方に和楽器
の魅力をお届けできればいい
なと思いますので興味のある
方もない方もぜひ一度聞いて
みてください!

いわき市/20名 埼玉県/4名

いわき市/2名いわき市/2名

いわき市/4名

いわき市/3名



吉吉桜（よしよしさくら） ❹㈯11：00
ジャズ（初）
191

朗読とJazzの融合を目指しま
す。時には熱く、時にはしんみ
り。皆の心に花束を。

バンドになったシーザーサラダ ❼㈰11：25

ハーモニカ独奏

ポップス（3回）
190

街コンで初めて「バンドに」な
らせて頂いてからの3回目!
Are you caesar？Yeah! 
We are? caesar.We can? 
caesar.パッチンThank you 
caesar!

殿さまFUNKS 10㈰14：20
ロック（6回）
192

当方も久しぶりの復活ライブ
になりますが、精一杯よい演
奏ができるよう、頑張ります。
昔懐かしいロックを中心に、邦
楽・洋楽を織り交ぜて演奏し
ます。

プロジェクトQ ❽㈯17：30
ジャズ（初）
194

北海道は室蘭工業大学が所縁
となり結成されたバンドです。
ジャズスタンダードや自分た
ちで気に入った曲をジャズア
レンジで演奏しています。

プチKC ❹㈰12：20
ポップス（5回）
193

ひとこと!…何回目の参加か
もうわかんないっす。　ふた
こと!…この写真がいつまで
使えるか？が問題なんですよ
ね。

セキバアサカ ❻㈯15：30
アコースティック（初）
195

等身大の思いを歌います!い
わきを、より素敵な場所にで
きるライブにしたいです!

Yurry&Morry ❾㈰12：30
アコースティック（初）
197

楽譜の読める吹奏楽経験者フ
ルート担当Yurryと、楽譜の
読めない合唱経験者ギター担
当Morryの同僚コンビで初出
場！おなじみの曲をインスト・
歌唱でお届けします。のんび
りとお付き合い・お楽しみくだ
さい。

BLUES・DRIVER ❺㈯15：50
ロック（16回）
196

超久しぶりで、かなりヤバいで
すが、でもまぁ、過ぎゆく人生
を慈しみながら、懐かしのロッ
ク＆ブルースを楽しく演奏出
来ればと思います。

Honky tonk Barbers ❽㈰11：55
ブルース（初）
198

Barの店主とBarberの店主
のアコースティックユニットで
す!ブルースのカバーをア
コースティックギターとフレッ
トレスべースでゆったりと奏
で、歌声をお届けできればと
思います!宜しくお願い致しま
す!

花音 ❻㈰14：25
ポップス（11回）
200

しばらく活動休止していまし
たが、活動再開!ユニット名が
「花音」から「音灯（おとあか
り）」に変わり、音楽性も新たに
再スタート!ぜひ、私たちの新
しいオリジナルソングを聞き
に来て下さい!

うぬまよしこ ❻㈯13：30
ジャズ（初）
199

コロナ禍に初挑戦!弾き語り
ジャズシンガー目指して勉強
中。諦めそうになりましたが音
楽仲間の助けや大好きなジャ
ズを自分のギターで歌ってみ
たい想いで続けられました。
拙い演奏ですが楽しく出来れ
ばいいな～。

fourthpablo ❾㈯10：30
フォーク（初）
201

J-Popのコピーを主に行って
おります。初参加で右も左も
分かりませんが一生懸命やり
ますのでよろしくお願いいた
します。

青木崇 ❾㈰13：00
フォーク（2回）
203

10代後半に、いわきで音楽活
動を始め、現在は喜多方で「音
のある街コンサート」などのイ
ベントの運営に携わる傍ら、ソ
ロやバンドなど多方面で活動
中!ブルース、カントリーに根
ざしたオリジナルを奏でます。

AERIAL ❷㈰15：45
ポップス（10回）
202

2011年に復興応援ソング「息
吹」を作ってから10年以上の
月日が流れました。思えばエ
アリアルのこの10年は福島
の復興と共に歩んできた10
年だったかもしれません。
またいわきの街で歌えるが楽
しみです。

農産meats ❶㈰12：05
ジャズ（初）
204

好きな音楽を好きなように
やっちゃったらこんなん出ちゃ
いました。ジャンルとかなんだ
とかもうどうでも良い良い。
音楽はね、楽しんだもん勝ち
なのよ!

jaja ❼㈯14：40
ジャズ（15回）
206

オリジナル曲中心の超絶テク
バンドです。

Bumpty Rockers ❺㈯11：15
ロック（初）
205

東京の蒲田で知り合ったセッ
ション仲間バンドです。80年
代洋楽のHeavy Meta lと
Hard Rockを楽しみながら
演らせて頂きます!当時を思
い出して頂きながら、良い時
間を過ごしましょう!

TAKE Lightning 11㈯16：30
アコースティック（6回）
207

名曲をアコースティック・ギ
ターと歌で奏でます。オリジナ
ルも織り交ぜながら、皆さんと
一緒に楽しいLiveにしたいで
す。思わず笑ってしまうMCも
併せて聴きに来て下さい。

アイくるガールズ ❼㈰15：40
ポップス（7回）
208

『福島・いわきから、笑顔と
元気を全国に届ける』ことを
目的に、2013年3月に結成
された4人組ユニット。2014
年に、『いわき市公認アイド
ル』に認定。ご当地色溢れる
オリジナル楽曲も含め、様々
な多様性が特徴のグループ。
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いわき市/3名いわき市/5名 福島市/5名

東京都/4名いわき市/2名 千葉県/1名

いわき市/2名いわき市/5名 いわき市/2名

いわき市/2名いわき市/1名 いわき市/1名

喜多方市/1名東京都/2名 いわき市/4名

神奈川県/3名いわき市/5名 いわき市/1名

いわき市/4名
Toshie ❷㈯15：25ゲスト

福島県いわき市出身のタレン
ト。TVドラマ・映画等出演のほ
か、ラジオパーソナリティ、バ
ラエティー番組にも出演。
2018年にフルアルバムリリー
ス。福島からアジアを目指して
活動中。

菊池章夫 13㈯㈰時間未定ゲスト

高校時代の音楽仲間、北郷勇
一、金子透と三人でフォークグ
ループ「阿呆鳥」を結成。1981
年「物語」でデビューし約15万
枚の売上げを記録。現在はソ
ロでライブ、ラジオパーソナリ
ティ、カラオケ・ギター教室の
講師として活動中。

IWAKI MACHINAKA
CONCERT 2022
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DANCE
10/1㈯
❶いわきティーワンビル前　❷坂本紙店　11イオンいわき店  

10/2㈰
❽まちポレいわき　11イオンいわき店　12小太郎町公園　13アリオス2F・中劇場

3 Krara Belly Dance

10名 ❽ ㈰ 12:30ベリーダンス
Krara BellyDanceい
わき教室です。多様で個
性的なメンバーそれぞ
れの表現をお楽しみくだ
さい！メンバー募集中!

7 boundless

30名 11 ㈰ 16:20ストリートダンス
d a n c e  s c h o o l  
boundlessです！３年ぶ
りの街コンという事で気
合十分です!生徒全員で
思いっきり楽しみます。

11 Dance club Jiff

14名 11 ㈰ 13:55ストリートダンス
いわき市を拠点に活動し
ているメンバーです！！
ジャンルはストリート、
Waackingなどです！！

15 Shooting star

10名 11 ㈰ 11:45
テーマパークダンス&
ジャズダンス

ダンスが大好きな仲間
で今年6月にチームを結
成。できたてのチームで
すが、楽しめるよう頑張
ります!応援よろしくお
願いします!

19 赤井公民館
レッツヒップホップ

9名 11 ㈰ 10:00ストリートダンス
街中コンサートに出場す
る為に、5月から練習を
積み重ねています。息の
合ったダンスを披露いた
しますので、ご覧くださ
い。

23 FIFTI dance school

11名 11 ㈯ 14:55ストリートダンス
FIFTI dance school 
いわき教室です。生徒達
はまだ初心者なので、代
表の先輩方にもヘルプ
出演して頂きます。

27 Hula Anuhea 
タヒチアンダンスORIHEI

15名 11 ㈯ 11:55フラ・タヒチアン
北茨城市を中心に活動し
ています。Hula Anuhea 
タヒチアンダンスORIHEI
です!

2 TomorrowD.S.

12名 11 ㈰ 12:00ジャズダンス
『今を明日へ』想いはつ
ながり6歳から19歳の
子ども達が踊ります。
Jazz dance world 楽
しみましょう。

6 エクスプレションD.S.

70名 12 ㈰ 10:00ジャズ・ストリート
いわきに誕生して36年。
コンテンポラリーダンス
を中心にJ-POPから
K-POP・ディスニーでダ
ンスします。

10 ルネサンス
ジュニアダンススクール

39名 11 ㈰ 10:30ストリートダンス
J-POPに振り付けして
ダンスを楽しむように心
がけています。ダンスは
表現スポーツ！笑顔でお
届けします!

14 福島高専ストリートダンス部

32名 11 ㈰ 13:35ストリートダンス
ポップ、ワック、ブレイク
の3ジャンルで活動して
います。部員はみんな高
専に入ってからダンスを
はじめました。

18 夏井公民館
ヒップホップダンスを踊ろう

24名 11 ㈰ 10:15ストリートダンス
楽しく踊り、力をあわせ
てヒップホップダンスを
おどります!

22 ハートフライズ in 好間

20名 11 ㈰ 13:20ラテンダンス
ワルツやルンバ・サンバ
など社交ダンスのステッ
プを基本にしながら、ペ
アでなく『一人でも踊れ
る』ダンスエクササイズ
です。

26 ハーラウ　カウアココ

47名 11 ㈰ 15:00フラ・タヒチアンダンス
中央台のフラスタジオで
す。現在年長～80代ま
で約90名がフラを楽し
んでいます。かわいい子
供たちのタヒチアンも披
露します。

1 プリンセスベリーズ

11名 ❽ ㈰ 16:15ベリーダンス
ベリーダンス歴15年。ア
リオスプレスタート時か
ら発表会をしています。
週1回、火曜日に皆でベ
リーを楽しんでいます。

5 ドニーkpopダンスチーム

20名 11 ㈰ 11:15ストリートダンス
世界で戦うドニー坂本
主催のダンスサークル。
kpopのダンスを中心
に、園児、小・中学生が
楽しくおどります。

9 カレイモキハナナニ
マサ子本田フラハラウ

20名 11 ㈰ 10:45フラ・タヒチアン
初代フラガール本田マ
サ子先生を中心に、フラ
の踊りを未来に残しつつ、
優しさと温かさを感じ強
い絆で美しく輝いて参り
ます。

13 EASTROCK 
DANCE STUDIO

9名 11 ㈰ 14:10ストリートダンス
始まって間もないスクー
ルですが皆さんが笑顔
になれる様なダンスをお
届けできるように楽しん
で踊りたいと思います!

17 浜マリンダンスチーム

10名 11 ㈰ 16:05ストリートダンス
このチームはダンスだけ
ではなく、物作りやお菓
子作りなど色んな事に
チャレンジしています。
みんなと楽しく踊る姿を
見てください。

25 磐城桜が丘高校
ダンス同好会

19名 11 ㈯ 14:40ストリートダンス
楽しく!謙虚に!美しく!を
モットーに日々練習して
います!私たちらしい最
高のパフォーマンスをお
楽しみください!

4 risala

2名 ❽ ㈯ 15:25ベリーダンス
ベリーダンスフュージョ
ンチームです!ベリーダ
ンスを知っている方にも、
馴染みのない方にも楽
しんでいただけたら嬉し
いです。

8 いわき駅前ブレイクダンス
愛好会 with ritomy

9名 11 ㈯ 12:25ストリートダンス
ダンス繋がりで集まった
社会人達の、after5を費
やしたアツい思いの集大
成を見に来てください!

16 ハウオリケイキフラダンス

10名 11 ㈰ 14:45フラ・タヒチアン
ダンスを通じてみんなと
の交流を大事に活動し
ています。今までのレッ
スンで学んだダンスを披
露したいと思います。

20 エミフラメンコアカデミア
土曜クラス

9名 ❶ ㈯ 14:05フラメンコ
全員が10年以上スクー
ルに所属しています。12
拍子系の2曲（人生哀歌
のソレアと優美で扇子を
使ったグアヒーラ）をや
ります。

24 しおかぜアミーゴス

8名 11 ㈯ 15:25アルゼンチンタンゴ
アルゼンチンタンゴは、
独特な脚の動きを使って、
踊ります。美容と健康を
第一に、私たちは楽しく
踊っています。

28 ダンス＆チア★
PASSION KIDS

12名 11 ㈰ 12:50ジャズ、チア、テーマパークダンス
3～10歳のメンバーが
「テーマパーク」の曲で
カッコ可愛く頑張ります!
ぜひ見に来て下さい。メ
ンバーいつも募集中で
す!

30 阿波踊りいわき連

15名 12 ㈰ 10:45阿波踊り
いわき唯一の阿波踊り
チームです。皆様の前で
阿呆どもが生演奏のお
囃子に合わせて楽しく踊
ります。ぜひこの機会に
見る阿呆になってみませ
んか？
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10/1土　10/2日
いわき芸能倶楽部パフォーマンス

❻ラトブ ❾大工町公園 11イオンいわき店
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10/2日　12小太郎町公園 10/2日　12小太郎町公園YOSAKOI WADAIKO
ヨサコイ1 いわき風ぐるま 10名 12:55

初参加のメンバーも
居て、チーム一同、街
なかコンサートで演舞
できることを楽しみに
しています！

ヨサコイ3 さくらYOSAKOI 天花
9名 12:40

富岡町を拠点に活動
するよさこい鳴子踊り
チーム。県内外のお祭
り等に参加、明るく元
気に踊ります。

ヨサコイ2 遊艶雅 4名 14:10

令和元年に再結成し4
年目。笑顔と元気で見
てくる方が楽しめるよ
さこいを目指していま
す。

ヨサコイ4 粋座舞嵐 9名 16:20

しばらくぶりのイベン
ト参加です。頑張って
踊りますのでよろしく
お願いします。

ヨサコイ5 よつくらYOSAKOI美舞蝶組
14名 11:35

結成21年、世界に飛
び立つあげは蝶！そん
な思いで「いつも笑顔
を」を合言葉に明るく
元気に踊ります。

ヨサコイ6 神谷・花華 10名 14:25

親子で活動している
チームです。巣立った
子供達、新しいメン
バーをいつでも迎えら
れるよう前を向いて楽
しく活動中です。

ヨサコイ7 楢葉天神龍舞 15名 11:00

楢葉町の復興に向け
た活動をYOSAKOI
ソーランの演舞で表
現、応援するチームで
す。明るい未来に向け
復興を遂げる姿必見！

チル打れん
14名 11:20

新しいメンバーが増え
てから初めての演奏
です。年中から中学3
年生とそのお母さん
達で構成されたチー
ムです。緊張に負けず
楽しく演奏したいです。

太鼓9

太鼓1 琉球國祭り太鼓　福島支部
6名 15:05

沖縄の伝統芸能のエ
イサーに、空手の型や
琉球舞踊、ポップスを
取り入れたアレンジし
た創作エイサー団体
です。

3名 13:55
和太鼓音心（おんしん）

千葉県を中心に各地
のイベントに積極的に
参加。笑って楽しく、和
太鼓楽しくをモットー
に太鼓で元気を届ける
よう日々稽古に励んで
いる。

和太鼓 仁風（ジンプウ）
6名 16:05

待ちに待った時が来
ました!苦難を乗り越
え、熱い思いと太鼓の
響きを皆様に届ける
ために…「それでも前
へ…!」

CUつばさ 7名 12:10

チル打れんから生ま
れたユニット。主に中
学生で構成されてい
ましたが、小学生２人
が入り、初めての演奏
です。頑張るぞ!

太鼓3

太鼓5

太鼓7

和太鼓笑楽和楽（わらわら）
8名 13:35

和太鼓奏者鈴木淳一
を中心に結成された和
太鼓集団。千葉県を中
心に活動。2016年フ
ランスで開催されたモ
ントワールフェスティ
バルに参加。

パッションズ 3名 13:15

2013年結成。和太
鼓単独自主公演「パッ
ションショー」の開催
や各地のイベントにも
参加。和太鼓にかける
思いは “パッション（情
熱）！”

和太鼓 木蓮組（もくれんくみ）
5名 15:25

少人数ですがチーム
ワークの良いメン
バーです。毎週木曜日
に練習しているので
木蓮組｡和気あいあい
と太鼓に取り組んで
います。

風雲和太鼓連
16名 11:55

発達に障害を持つ青
年とその母親で構成
されたチーム。昨年、
念願のコンサートデ
ビュー。パワーアップ
した 「輝放の衆」 お聞
きください!

太鼓2

太鼓4

太鼓6

太鼓8

小浜風童太鼓
8名 15:45

2001年に富岡町小
浜地区の住民で結成。
盆太鼓演奏や県内外
のイベントでの創作
太鼓演奏をしてきまし
た。感動、元気、勇気を
お届けします。

太鼓11 相馬野馬追太鼓
10名 14:45

久しぶりでのいわきで
の演奏、楽しみです!
相馬野馬追太鼓、いざ、
出陣！！！

太鼓12

Wataiko-Unit IKKI（ワダイコユニットイッキ）
2名 12:25

いつもは7人で活動し
ていますが、初めて2
人で演奏します。叩く
ことで自分たちも元
気をもらっている和太
鼓、元気をお届けしま
す!

太鼓10

けん玉道九段、元全日本チャンピ
オン、技の美しさを信条にトーク
を交えながらのパフォーマンスが
見どころ！

❾㈯12：30
11㈯14：25

【スーパーけん玉】
けん玉8

セグウェイに乗りながら、いろい
ろな楽しい技を繰り出し、ノンア
ルコールカクテルを作成します。

❻㈯12：00
❾㈯15：00
❾㈰11：30
❻㈰13：00
11㈰14：30

【フレア】もりもり

マジックやパントマイム、バルー
ンアートなどの複合パフォーマン
スでお楽しみください♪

11㈰12：35
❾㈰14：30

【大道芸パフォーマンス】

まじっく
けーぞー
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こんなイベントもやってるよ！
平一町目フェスタ 子ども縁日

商店街等にぎわい回復促進事業

you'll be back!
キャンペーン in 街コン平一町目公園11:00～16:00

■実施:福島民報社

親子で楽しめる縁日を開催 !!

子どものあそび場
いわき駅前広場11:00～16:00
■実施:NPO法人ふくしま震災孤児・遺児を見守る会

楽しい遊具や輪投げ（1回3本/100円）に
チャレンジ！益金はすべてウクライナ募金に
寄付します。

おいしいものブース
いわき駅前広場10:30～17:00
■実施:実行委員会

大工町公園　　10:30～17:00
■実施:NPO法人TATAKIAGE JAPAN

串焼き、焼きそば、本格的インドカレー
などなど、味自慢の屋台やキッチンカー
が勢揃い!!音楽を聴きながらおいしい時
間を過ごそう♪

菊池章夫ブース
新川緑地公園10:30～17:00

■実施:菊池章夫音楽教室

元・阿呆鳥の菊池章夫さんが指導するボーカ
ル・ギター教室の生徒さんの発表会と、菊池
章夫さんのミニライブを開催！ヒット曲「物
語」を聴きに行こう！

10/1㊏・2㊐開催
平の街なかの商店街を2店以上利用して、
合計額2,000円以上のレシートを集めて、応募箱に投函しよう！
抽選でステキな商品が当たります！
●参加店／平各商店街（一町目・二町目・三町目・四町目・五町目・白銀
町・新川町・五色町・レンガ通り・銀座通り・ラトブ内）の商店・飲食店
※街コン「おいしいものブース」は対象外です

■参加方法

1

2

3

イベント終了後、
抽選でステキな商品が当たる!!

4

応募用紙をいわき街なかコンサート会場10ヵ所、商店会
で用意した3ヵ所に投函。複数枚応募OK!!

合計額が2,000円以上のレシートまたは受領書を応募
用紙に貼って、必要事項を記入

いわき街なかコンサート実施期間中に、上記参加店2店
以上を利用して、レシートまたは受領書をもらう

17
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株式会社プランアテーナー
イベント・コンサート企画、運営

TEL.090-3640-2490

株式会社サン・ライン
住宅リフォーム、建築金物設計・製作・施工

いわき市平字杉平20-23-1
TEL.0246-38-3539

いわき市平谷川瀬三丁目25-2

いわき街なかコンサート����を

－消防設備点検・消防用品・電気通信工事－

いわき市平田町1-2　☎（0246）21-1111㈹

社団法人 全日本不動産協会会員　社団法人 不動産保証協会会員
福島県知事免許（14）第80163号

いわき駅周辺　テナント・駐車場・土地賃貸

福島県いわき市平字研町10番地の4
TEL 0246-23-2405

税理士法人

いわきビジネス会計

さくら中央税理士法人
いわき中央事務所
いわき市中央台飯野四丁目2番地の4
いわきニュータウンセンタービル3階
TEL.0246-28-9767㈹

福島県いわき市平字佃町３番地
ＴＥＬ：０２４６－２５－８２２６

浄化槽の保守点検・清掃のことなら

創業76年の企業となりました

福祉用具のレンタル・販売

いわき市小名浜大原字上坪3 TEL.0246-52-0086 

小名浜・いわきNT

いわき市常磐上湯長谷町梅ヶ平88-10 TEL.0246－84－5351

蓄エネ・省エネ

いわき電材（営）

電材関連（LED照明・オール電化・蓄電システム）

創エネ
蓄エネ
省エネ

●詳しくは http://www.fujii.co.jp をご覧ください。

ＥＮＥＯＳ いわき長橋店 ・ バイパス店 ・ 玉川店 ・いわき建材支店 
https://www.kurashima.co.jp

〒970-1152　いわき市好間町中好間田中40
TEL（0246）36-8680　FAX（0246）36-8681

本社／郡山　支店／仙台　営業所／福島・県南

いわき営業所

https://www.ninotec.co.jp/

Engineering & Engineer Link

平レンガ通り（旧谷口楼向い）KOHDAビル3F

割烹料亭

鋼製建具・金属加工製品｝製造・販売・設計・施工
焼付塗装（粉体・溶剤）・太陽光発電事業

いわき市平谷川瀬一丁目17-6

造園工事・外構工事

駒造園株式会社
いわき市小名浜大原字中坪22

TEL0246-53-6151  FAX0246-53-6152

バル＆ダイニング ひまわり
☎0246-35-6255

☎0246-37-5178

株式会社エルダイニング

株式会社建 誠
いわき市小名浜野田字田中106 TEL:0246-58-8472

代表取締役　吉田 一巳

総合建設業

総合建設業

株式会社 蒲田産業
いわき市錦町蒲田50番地
TEL0246-77-1790（代）

KAMATA

自動販売機の総合オペレーター

いわき市郷ヶ丘一丁目48-1
TEL0246-28-8800　FAX0246-28-8865

http://www.sunvending.jp/

株式会社サンベンディングいわき

総合建設コンサルタント

いわき街なかコンサート2022を応援しています！

株式会社K-Life
TEL0246-38-5747

いわき市内郷御厩町14-124　TEL 0246-26-5500

☎024-922-7311
ライフプランナー　部長
郡山市駅前2-11-1 ビッグアイ19階

ソニー生命　小澤http://www.daiyu-golf.com



TEL.0246-58-3055

スタジオ

感動、念、創デザイン
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Dining&Bar QUEEN
https://barqueen.exblog.jp/

TEL.0246-21-4128
いわき市平白銀町3-1代表取締役　小野寺 智勇

https://asally.co.jp
いわき市中央台飯野4-2-4 NTCビル2F　TEL0246-46-0321

朝日サリー
毎月15日発行

いわき市鹿島町鹿島1 いわき市中央卸売市場
TEL.0246-29-6661

ダイハツにしき
☎0246-63-1105

MS東北株式会社 いわき支店
☎0246-68-8835

福島糧穀株式会社
☎0246-26-2727

株式会社マツヤマ
☎0246-22-3134

ファッションサロン ロリエ
☎0246-23-7936

有限会社飛田組
☎0246-36-2876

華正樓
☎0246-23-9548

三木造園株式会社
☎0246-36-3525

下坂食肉店
☎0246-36-5525

有限会社白𡈽屋菓子店
☎0246-36-2645

株式会社清水屋
☎0246-25-4574

Hotel KAZAN
☎0246-29-4377

和楽
☎0246-21-3541

株式会社加地和組
☎0246-23-8261

阿部商事
☎0246-21-1121

いわき地区電気工事協同組合
☎0246-23-2536

いわき小名浜ロータリークラブ
☎0246-73-2570

株式会社アルファ
☎0246-62-6212

いわきワイナリー
ガーデンテラス&ショップ
☎0246-36-0008

田子商事株式会社
☎0246-36-6101

club SONIC iwaki
☎0246-35-1199

いわきカーゴ株式会社
☎0246-96-6330

NPO法人よつくらぶ
（道の駅よつくら港）
☎0246-32-8075

出光ユーズダイナー四倉ＳＳ
☎0246-32-3330

明るい社会づくり運動
小名浜・常磐支部協議会

☎0246-58-3055（ミューゼ内）

わたしたちは応援しています!!

本 社 いわき市小名浜字芳浜11-60　TEL.0246-53-3700（代）
〒970-8026 福島県いわき市平字童子町4-18建設会館4F
TEL 0246-23-9497　http://www.umamap.com

アイウェイいなば
http://iwayinaba.com/

建設コンサルタント 補償コンサルタント

いわき市平字正内町101番地 ☎0246-23-8424(代表)

いわき市四倉町上仁井田字家ノ前7
TEL.0246-32-6113、32-8186

貸倉庫、貸事務所、レンタル物置

パンフレット内に使用している写真は福島高専写真部OBからご提供いただきました。

今年もたくさんの皆様からのご協賛
誠にありがとうございました。
心より感謝申し上げます

今年もたくさんの皆様からのご協賛
誠にありがとうございました。
心より感謝申し上げます
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ＲＢＢ
IMC
アイくるガールズ
IBC SAXOPHONE ENSEMBLE
青木崇
Akiyoshida
AZI-fly
あつまれ!大チーズ
兄者とPUMBAA
An Elevator Boys
アントニオ杉岡
伊藤　彰
犬っ子サーカス團!
忌野清志郎普及委員会
いろは
いわき交響楽団
いわきジャズオーケストラ
いわき二胡を弾こう会
いわきハーモニカ教室
いわきブルースターズ
いわきベンチャーズ
いわき松ちゃんベンチャーズ
いわきラブフィースト・ゴスペルクワイア
いわさききょうこ
うぬまよしこ
ウロ竹太郎
AERIAL
Ailes エールズ
エキゾチックララバイ
SK-Ⅱ
オーサンシャインズ
大田原健太郎
オカリーナリプル
Opaoma Rookies
オミ
オミトミクル
おも＆ラズベリージャムバンド
オリティー・アフロヘッズ
音楽まち工場
カイレア　フラハラウ
楽団ふたり
楽の音
かざみどりばんど
カシミアチェイサー
ガスケッツ
KAZU-17
紙子
GARI
Gan☆
北川玉奴
KINTA ばんど
国木田甚一 & The PipeLiners
くもスキ
Classic Energy
Classcuits
Gradi：us
車に乗ったシーザーサラダ
Close2U
Chloro Albatross
KennyYellow Blues
KOJI
CozySound
court of Schizoidman
GOLD BLENDERS
こけこっこ
こりん☆てん
GONGKONG
The Five Stripes
ザ・マスターズ

The musoji 2nd
坂本つとむ
さくらベンチャーズ
The Complete’S
THE SOULBUMPS
サソリ固め
THE DEALERS
ザ・デリシャス
サファリ☆パール
ザ☆メタボマン
彩与
サリナ舞踊教室フラメンコ
SUNRISE BIG BAND
G・S・D
GSフリーク
G.G.CLUB
JELLY BEANS
ジェリービーンズ
Jelly Roll Baker Blues Band
Jive２
jaja
JAMU
十中八九
精霊飛蝗
SHOT
CIRUELA
Superman Company 2nd
すずかなと
ステラサテラ
Smile Eyes
スマイル・クラフト
Three Pistones
セキバアサカ
千本ロック
SOUL STATION
TURBINES DRIVE
DOWN HOME BLUES BAND
高畑ひらく
TAKELightning
Tavasco
team lindra
千早青
ちゃんとばんどまん
津軽三味線みつとよ会
TSUMUJI-KAZE
Tsuyuki
T.I.P
Devils in the Smoke
TELVIST
Doc&Patients
殿さまFUNKS
Toshie
とみよとゆうき
TRIes
DragQueen
Nice Guy’s
中川五郎＆Proper Job
虹色楽団
二世帯住宅
NWNiitsuma&KiKi
Never Come Incidents
農産 meats
NO PLAN
の。
野地真須美
のりたけ
Burst
Half Moon
はぐれもん

凾いわベンチャーズ
服部
花音
花と花澤
母方の親戚
ばば　よしろう
馬場ルリ子
ハヤミイワオ
バラナスドラゴン
HALO★HALO
Bunch of Cosmos
バンドになったシーザーサラダ
Bumpty Rockers
風信子
beautybeast
Hiro
pin by fleur
VJkin
風来坊
fourthpablo
プチKC
BLUES・DRIVER
The Blues Blisters
Blue Rose Jazz
プロジェクトQ
Betty
ほめちゃオールスターズ
Honky tonk Barbers
まぁーしぃ
Makana OluOlu
まっさら（downhiLL）
美崎バンド
ミスターきむら
Mix Nuts
ミッチーdeたっちー☆キラキラLet's自己解放
みどり＆いしやん
南圭滋郎
ミューズプライベートユニットバンドα
ミューゼ・サックス　アンサンブル
ミューゼ・ジュニア　アンサンブル
明星
MOCA＆たこっち
森康博
ヤス中井
やすみじかん
YAMAI BAND
YAWARA
Young Gun Rockers
Yan's
yu♪ko
Juni.
Yurry ＆ Morry
吉野カツヒコ
YOSHIバンド
吉吉桜
4匹のSanbi
RAD music friends
LOVE & PEACE
ランブリンワンマンバンド
リキちゃんナミちゃん
RYUJDESS
Riraバンド
WRAITH
レッチん
レッド・シェッペリン
Loco Maimai
rodeo3
わいわい合唱団・江東
わるだくみ

日⑤10:00
土④16:20
日⑦15:40
日⑦10:00
日⑨13:00
日④10:35
土②16:05
日⑩10:00
日⑥16:00
日⑩12:50
土④15:15
土⑥11:30
土⑤14:20
日⑥11:00
日⑧10:35
日①10:40
土①17:50
日⑧10:00
土①11:10
日③15:05
日⑦13:45
日③10:45
日③16:25

日⑦14:25／日⑥16:35
土⑥13:30
土⑨14:30
日②15:45
土⑧18:15
土①15:30
日⑦16:25
土⑧16:45
土④13:15
土⑪10:30
日③11:30
日⑨16:00
土⑥15:00
日②15:00
土⑦17:40
土⑧11:15
土⑧16:00
土④15:45
土⑦11:05

日⑥12:30／日②16:30
日①12:50
日⑤15:55
土⑥14:00

日②12:50／日⑥15:30
日⑨11:00
土⑧14:55
土⑥16:00
日②13:30
土③14:10
土②14:00
土⑧12:45
土①14:45
日⑩17:20
日④10:00
土①17:00
土②11:10
土④14:45
土⑨15:30
日①15:00
土⑤12:00
土③14:55
日⑤15:15
日④11:10
日⑤14:30
土③11:55
日③10:00

日⑨15:30
日⑥13:55／日④15:15

土③10:30
日②10:00
日⑧15:30
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日⑩15:50
土⑪13:50
日⑤12:10
土④13:45
土⑪11:00
日⑧13:15
日⑤13:00
土⑥11:00
日⑧16:45
日①11:25
日②11:25
土②14:45
土③12:40
土①10:30
土⑦14:40
土①11:50
日⑧18:20
土①16:15
土⑤17:20
土①12:35
土⑦15:25
日⑥11:30
日⑦10:40

土⑪11:30／土⑥14:30
日⑨14:00
土⑧13:30
土⑥15:30
日⑩13:55
日⑤10:45
土⑤12:45
日③13:45
日④13:30
土⑪16:30
土⑦16:55
土②12:30
日⑩12:10
日⑦15:00
日①13:35
日⑤13:45
日⑥15:00
日②12:10
土③16:25
土⑦13:15
日⑤11:25
日⑩14:20
土②15:25
土⑨13:00
土②10:30
日⑦12:55
日⑧14:00
土⑦16:10
土⑤13:35
日③14:25
日⑨10:30
土⑧12:00
日①12:05
土④12:05
日⑥12:00
土⑪15:50
日④14:40
日⑩11:30
土⑦12:30
土⑨16:30

土④12:40
日⑨13:30
日⑥14:25
日⑨12:00
土⑨11:30
土④11:35
土④10:30

土⑥13:00／日⑨16:30
土⑤16:35
土②17:35
日⑩15:05
日⑦11:25
土⑤11:15
土⑥10:30
土②11:50
日⑧11:10
日④15:50
日④16:25
土⑧10:30
土⑨10:30
日④12:20
土⑤15:50
土③15:40
日⑧17:30
土⑧17:30
土⑨14:00
日③15:45
日⑧11:55
土⑥16:30
日⑧14:45
日⑥13:25
日②14:15
日④11:45
土⑦14:00
土⑦11:50
日④12:55
土⑨12:00
日③13:00
日①16:25
日①15:45
土⑦10:30
日①10:00
土⑨16:00
土⑨11:00
土⑥12:30
日①14:15
日⑨15:00
土③13:25
日⑩10:45
日⑥10:30

日④14:05／日⑪15:40
日⑨12:30
土④14:15
土⑪13:05
土④11:00
土③11:10
土①13:20
日⑦12:10
土⑨13:30
日②10:45
土⑤15:05
日③12:15
土②13:15
土⑤10:30
日⑤16:35
日⑨10:00
日⑩16:35
土⑧14:15
土②16:50
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