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3月
月 29日
日 （金）12:00～
～18:00 「抽選会」 渋谷インフォスタワー広場
4月
月 5日
日 （金）6日
日（土）12:00～
～20:00 「下記イベント開催」 さくら 坂周辺
渋谷で自然を楽しむ （各日12:30から
から 蜂蜜絞りを開始します！）
（各日
桜のも とで花市場、鉢花、切り花、オーガニック食品など健康に良い各地のマルシェやフリマ！
桜丘に棲むヤギや蜜蜂や犬のイベント！ワンコとふれあい！ミツバチ見学会！

日本の桜のお茶・世界のお茶・スィーツを楽しむ
エ ン デバー毛利衛さんが持って行き宇宙で初めて咲いた桜のスィートサクラティー
９ カ国の留学生の国のお茶の販売、甘酒！和菓子！桜・渋谷はちみつスィーツ！

ライトアップされた夜桜を楽しむ・提灯点灯 (3/11～
～ 4/13)
も ち ろん夜は美味しい料理とお酒で桜を楽しみましょう！
4/5(金
金 )6(土
土 )18:00～夜桜パーティー！ライブコンサート！
～夜桜パーティー！ライブコンサート！
きも のや民族衣装のファッションショー！

Shibuya246*音楽映画を楽しむ
音楽映画を楽しむ
警視庁音楽隊演奏6日（土）
～／渋谷舞祭／武蔵野音大卒業生ライブ
警視庁音楽隊演奏 日（土）12:00～／渋谷舞祭／武蔵野音大卒業生ライブ
日（土）
被災地応援ライブ／和太鼓（五鬼会）／日大芸術学部日本舞踊／ジャズフェス
ヤ マハエレクトーン／「桜並木の満開の下に」ロードショー情報！5日
～
マハエレクトーン／「桜並木の満開の下に」ロードショー情報！ 日18:00～

陸前高田展・桜の苗木を被災地へ
フ ェスタ売上金から桜の苗木120本の植樹費用に寄付させて頂き
本の植樹費用に寄付させて頂き
ェスタ売上金から桜の苗木
東日本大震災の風化防止と人と地域の絆を桜でつなぎましょう！

山口・
山口・萩、徳島、秋田など各地の物産を楽しむ
萩、徳島、秋田など各地の物産を楽しむ
桜を見ながら各地の美味しい物産や文化を楽しみましょう！
長州フ ァイブ、騎兵隊結成１５０周年！侍姿の紙芝居もお楽しみに
「主催」渋谷駅前共栄会 さくらまつり実行委員会
「協賛」渋谷区/桜丘町会/日本経済大学/専門学校ビジョナリーアーツ/（財）日本さくらの会/NPO法人渋谷さくら育樹の会

Shibuya246*の意味は震災で国道
の意味は震災で国道6号
号線が分断されてしまいましたが
の意味は震災で国道 号45号線が分断されてしまいましたが
国道246号線エリアからも復興を応援して１日も早く道路も人も地域も幸せに繋がる願いを込めております。
号線エリアからも復興を応援して１日も早く道路も人も地域も幸せに繋がる願いを込めております。
国道

＊ＱＲコードでイベント情報発信中！
雨天中止の情報も掲載します。
＊イベントスケジュール変更の
際はご容赦ください。

渋谷駅 西口

渋谷駅

インフ ォ スタワー広場でのイベント
3/29（金）
（金）12:00～18:00
「抽選会」「焼き芋、わたアメ、ポップコーン」
（金）
4/6（土）
（土） 11:00～16:00 「フリーマーケット」40店、ワンちゃんショップ
4/6（土）
（土） 12:00～警視庁音楽隊演奏・渋谷舞祭・ワンちゃんイベント

日本経済大学でのイベント
4/5（金）
（金）6（土）
（金） （土） 12:00～20:00
陸前高田展／日本世界のお茶の販売
各地のマルシェ／地元のお店
山口・萩、徳島、秋田各地の物産販売
侍姿で歴史の紙芝居！
4/5（金）
（金） 18:00～20:00 夜桜パーティーライブ
「陸前高田市・日本さくらの会・桜の苗木を被災地へ」
「桜並木の満開の下に」ロードショー船橋淳トークショー
日本経済大学留学生がきものを着るファッションショー！
（ハクビ京都きもの学院協力）・日大芸術学部日本舞踊！
4/6（土）
（土） 12:00～20:00 Shi buya 246音楽イベント
ジャズフェスティバル・ヤマハエレクトーン・和太鼓（五鬼会）
武蔵野音大卒業生・その他ミュージシャン多数出演
ワン ちゃんと撮影して
出世おみくじで
ミス・ ミスターハチ公
「 大安」引いたら
4/6（土）
（土）
渋谷はちみつ
いいね！イベント入賞
集合！
プ レゼント！
者に渋谷はちみつを
（ １ 回100円）
円）
プ
レゼント！
回
ワン ちゃんと桜のもとで
記 念 撮影をしましょう！ イベン ト参加やおみくじ購入された方にハートの風船プレゼント！

「協力」東京急行電鉄㈱・東急不動産㈱・ 東急建設 ㈱・伊 藤塾・渋 谷駅前 再開発 準備組合 ・セルリア ンタワー・日 本シ ステムウ ェア ㈱・ウ ェブサ イトあそびすと・㈱ NTC・ ㈱ア ド・サ ンパワー ２１・ 押田レ ディー スク リニック・学 校法人 花田学 園・興産 信用金 庫・ＡＲＵ Ｐ・ＳＯＭ Ａ ＣＡＦＥ・藍・あけぼの歯科医
院・和泉鮨・石坂法律事務所・大和田青果 ・カ スヤビル ・鹿島 建設・か やまク リニック・㈱ギャ ルデ・コ レクティ ス・ 岸上ビ ル・ク リニック 桜丘・黒 松ビル ・幸福の 科学 渋谷支部・コクエイ不動産・桜ヶ 丘椿堂・さくら地 所㈱・ 桜山ビ ル・桜丘 法律事 務所・幸 ビル・ 咲Ｌａダイ ニング・司法 書士斎 藤事務 所・渋谷
高等学院・渋谷桜丘郵便局・渋谷歯科・渋 谷塚田ク リニック・㈱上 昇気流 ・㈱渋谷 区医師 会・ ジュ エリーショ ップまつ みね・ スタジオ サカ モト・ セブ ンイ レブ ン渋谷 桜丘店・ 税理士 ハガック ス・第 一興産 ㈱・高野 商店・千 代田不 動産・ ㈱デュオ・ド トールコーヒー 渋谷桜 丘店・㈱ナ カヨ 通信機・ 日工産 業㈱・
㈱二宮・日本会館・日本経済大学・日本経 済大学 東京渋 谷キャン パス・㈱野口 ビル・ ハクヨ ークリナース・パ リジ ャン・ 堀ビル・ 星ビ ル・法学 館法律 事務所・ 桜丘町 会会長 増子 昭・メイセイビル・ローソン渋 谷桜丘町 南店・ 渋谷歯科 ・日本 バーテ ンダー スクール・ パステル ドロ ップ・カ エルカ メン・ hair C2・
KAZZ・お気軽メキシカンア リーバ・石 井光三オフ ィス・ ㈱一風 堂・ヴァーヴ ミュージックスクール・犬助けワンワ ン11 0番中 平組・欧 日協会 ドイ ツ語ゼミナー ル・食 堂かい どう・桜 丘カフ ェ・渋 谷外語学 院・日 伊学院・ スギヤ マ薬 品・関 健康堂・ ㈱高木 産業・㈱ ツイ ンズプ ラン ニング・ 東松 ビル・平 井ビル ・藤
木米店・吉野ビル・サングリア・コダ マコーポ レー ション・ ㈱荻野 ビル・㈱ 野口 ビル・㈱ 鈴木ビ ル・大和 田商事 ㈱・平井 ビル・ 丸紅不 動産販 売㈱・㈱ 田中ビ ル商事 ・和泉家 ・海浜 食堂たけだ・加藤 ・玉井 美歌男・ 渋谷パー ルホーム・木 津秀幸 ・宮崎郁 恵・NP O法人 陸前高田 市支援 連絡協 議会・
shibuya1000・日本緑茶センター株式 会社・しぶ やコン シ ェル ジュの会 ・渋谷イ ンフォ スタワー住 友不動 産・渋谷ヒ カリエSh inQ s・ハク ビ京 都きもの 学院・ヤ マハ エ レクトーン シ ティ渋谷 ・㈱日 建設計・ 山口県、 徳島県 、秋田 県、岩手 県陸前 高田市 、他イベ ント参加 企業団 体個人（ 順位不 同、敬称 省略）

「コミュニティー道路・さくら坂」
桜が咲き、蜜蜂が蜜を集め、桜ん坊が実り、小鳥が食べに来る春をみんなで楽しみます！

日時時間

インフォス広場

4/5（金）

日本経済大学エントランス
12:00～20:00
日本のお茶世界のお茶
陸前高田物産展
山口萩物産展
徳島マルシェ
秋田物産展
代官山マルシェ
その他地元のお店
12:30～蜂蜜絞り
ミツバチ見学会

4/6（土）

11:00～16:00
フリーマーケット
12:00～12:30
五鬼会（和太鼓）
12:30～12:45
蜂蜜絞りイベント
12:45～13:00
渋谷区長、渋谷警察署長
渋谷区議会議長、来賓ご挨拶
13:00～13:50
渋谷警察署交通安全イベント
警視庁音楽隊演奏
渋谷警察署防犯イベント
14:00～15:00
犬のイベントビジョナリー学園
16:00～16:30 舞祭
17:30～18:00
和太鼓（五鬼会）

渋谷駅

山口県萩市 紙芝居

日本経済大学ステージ
18:00～18:20 陸前高田市、日本さくらの会
「桜並木の満開の下に」船橋
監督、茨城県日立市の映画
ロードショー情報トークショー
18:20～18:30 陸前高田ライブ
18:30～19:00 きものファッションショー
19:00～19:30 南相馬応援ライブセッション
林田圭子、岸田邦雄
19:40～20:00 日大芸術学部日本舞踊
花柳杏太生 常盤津「郭八景」
12:00～12:30
13:30～14:00
14:00～14:30
14:30～15:00
15:00～16:00

＊本日雨が予想され
午後のイベント会場を
一つにすることに
なりましたので
イベントの場所や時間等を
調整させて頂きく
関係者の皆さまよろしくお
願いします。

16:30～17:00
17:00～17:30
17:30～18:00

18:00～18:30
18:30～20:00

五鬼会（和太鼓）
林田圭子、山田恵喜
佐野元春ファン合唱団
代々木ジャズフェスティバル
東洋大学軽音ジャズサニー
ヤマハエレクトーンシティー
現役大学サークル生の演奏
奥野由希子
宮地楽器（アカペラ）
馬頭琴とフルート
橋本秀馬、佐藤亜希
武蔵野音大卒業生
フルート四重奏
佐藤亜希、伊藤浩子、
星野麻美、卯目香
金管五重奏
Brass Ensemble ZERO
チキンスープ他ライブ

2013年3月15～4月15日桜マナーキャンペーンコラボレーション！

2013年3月15～4月15日桜マナーキャンペーンコラボレーション！

