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Awaji K～音発足について 

 
              岡 田  久 

（「東浦軽音」言いだしっぺのひとり Awaji K～音 事務局）  

 

 今から遡ること約２年前、２００４年の９月

に「Awaji K～音」の前身となる「東浦軽音」
が発足しました。発足とは言いましても当時は

東浦近辺で音楽活動をしている人たちが、いわ

ば勝手に作った任意団体です。その「任意団体」

というのも怪しいもので、当時は会費もなく、

これといった企画をするわけでもなく、「私、軽

音に入りたい」と申告された方はどなたでも入

会できる、とてもお気楽な会でした。 
 さて、この「東浦軽音」、いったいなんのため

の会であったのか、みなさん分かりますか。そ

れは「ミュージシャンのネットワークを作る」、

ただそれだけの目的で設立されたのです。  

実は当時、私もあるバンドに参加していました。

そのバンドはある意味、奇跡のようなバンドで

した。と、ある人が「バンドをこさえたい」と

思い立ち、そこらへん手当たり次第に声をかけ、

できちゃった（笑）・・・そんなバンドです。「類

は友を呼ぶ」といいますが、私がベースを弾く

ことを、誰かが覚えていてくれたのです。そし

て私は○○さんがドラムスを叩くことを覚えて

いました。その○○さんと、はるか昔、焼き鳥

屋で一杯やったとき、「実はドラムをやってたん

よ」と言ったその言葉が、ずーと長い間私の頭

に記録されていたわけです。ただ、この記憶、

情報をどうすれば生かせるのか分からないまま、

何年も経っていたのでした。結局その記憶を頼

りに○○さんにドラムパートをお願いし、バン

ドが出来上がったわけです。細い糸を手繰るか

のような、神がかり的な偶然でバンドが成立し

たわけですね。 
 「うーん、淡路のミュージシャンの現状って

こうね」と感じた私は、当時のバンドのメンバ

ーに「東浦軽音」を提案し（提案は大げさ、実

は「こんな会どうよ」と言っただけ）、あっさり 

 
 
 
 
 
 
 
 
了承され、「ミュージシャンのネットワーク作

り」を目的とした会が発足したわけです。 
 都会に行けばスタジオや楽器店などが多くあ

り、そこにミュージシャンは必然的に集まりま

す。そこにある掲示板には「バンドメンバー募

集」と書かれたチラシが張られ、パートやジャ

ンル、連絡先といった情報が溢れています。 
 ところが淡路にはそういった機能をもった場

所がありません。つまり、ミュージシャン同士

の交流の場がないわけです。となると、淡路の

ミュージシャン達は、いったいどこで何をして

るの？、と素朴な疑問が生まれ、「じゃ、探して

名簿作ろうよ」となったわけです。 
 考えてみれば、小、中学校にもブラスバンド

部があり、高校に至ってはジャズバンドまであ

るというのに、その卒業生は今いずこ？。「これ

はもったいないなあ」とも、また思いました。 
 「東浦軽音」は「Awaji K～音」に発展しま
した。名簿だけじゃなく、発表の場もなんとか

してよ！というリクエストにも答えられるよう、

大幅バージョンアップです。ミュージシャン同

士の交流会、研究会、楽器初心者のためのさま

ざまな講座なども持ちたいと欲張ったことを考

えています。そうそう、それとよく勘違いされ

るのですが、「Awaji K～音」でひとつのバンド、
楽団を作ろうというわけではありませんのであ

しからず。ミュージシャンのユニオンのように

考えていただければいいかと思います。 
 そしてなにより、「音楽が好きな人が。存分に

音楽を楽しめる」ように、現状では寂しい淡路

の音楽環境を変えていけたら、と思います。 
 最後にビッグニュース！ 録音もできる淡路

初の本格音楽スタジオ「寄神スタジオ」がつい

に OPENしました。詳しくは「スタジオ紹介」
をお読みください。 



寄神スタジオの紹介 

 淡路市子育て支援センター内に、待望の音楽スタジオが OPENしました。Awaji K～音では、このスタジオを寄神ス
タジオと呼びたいと考えています。理由は、東浦町立サンシャインホールが OPENした際、当町出身の寄神建設社長、
寄神美好氏よりご寄付いただいた文化振興基金が支援センターの原資の一部になっているからです。詳しくは支援セン

ター玄関に掲示されておりますプレートをご覧ください。 
 今回はこの島内初の公共本格スタジオを、その機材を中心に紙面にてご紹介します。 
 

 
ドラムセット、ツインドラムの練習が

できます。ドゥービーもできます（笑） 
 

ギターアンプはギタリストのあこが

れ、Roland J120。きれいな音です。
同じくギターアンプに Behringer 
B-AMPIRE LX1-112。2台あります。

  
ベースアンプは Hartke VX2515。大
口径スピーカで暖かい音です。 
 

キーボードは２台。Yamaha P120Sと
Korg Triton Extreme61。 

スタジオの要、ミキシングコンソール

には Behringer SL2442FX-PRO 

  
レコーディングは MOTU Digital 
Performerが使えます。 

レコーディングルームから見たスタジ

オ全景。10人は楽に使えます。 
ゆうゆうスタジオの機材もありますか

らちょっとアレンジを考えるとき便利

 
とても１頁では紹介できません。上記以外にもマイク（ダイナミック、コンデンサー、ヘッドセット）、DI、ヘッド

フォーン、レコーディング用エフェクター、マイクスタンド、譜面台など完備されています。これはちょっと自慢でき

るスタジオですよ。利用料金は１時間 630円、レコーディングなら１時間 1,050円（淡路市民、大人料金）です。 
詳しくは「淡路市子育て支援センター」0799-75-3811までどうぞ。 



バンド紹介 

バンド名 LEZEND 
 

 

バンドメンバー紹介 

 名前（年齢 演奏楽器 好きなミュージシャン） 

 

 岡 田 晧 介 

 （15 歳 ベース Going Steady） 

 

 合 田 章 悟 

 （15 歳 ギター Mr.Big） 

 

 井 戸 康 介 

 （15 歳 ボーカル The Strokes） 

 

池 田 尚 弘 

（15 歳 ドラムス Shaka Labbit） 

 

前 原 加 枝 

（15歳 キーボード・ボーカル 中島美嘉） 

 

 

 
 

 

結成時のいきさつ 

 

中学３年の夏、中学最後の有志発表に出演す

るために、それぞれのパートの仲間を集めま

した。 

 

 

 

 

レパートリー 

TIME SLIP（L’arc en Ciel） 
 STAY AWAY（L’arc en Ciel） 
 MONSTER TREE（SHAKA LABBITS） 

 

今までのライブ活動や感想 

 淡路市立サンシャインホールの文化祭での

演奏、淡路市立東浦中学校の文化祭での演奏、

子育て支援センターのクリスマスコンサート、

おのころでの演奏など 

 かなり緊張したけどだいぶ慣れてきて、最

近のライブでは自分達なりに、楽しんで演奏

できるようになりました。 

 

練習場所について 

子育て支援センターの寄神スタジオで、み

んなの空いている時間に集まって練習してい

ます。 

 

バンド活動の悩み 

自分達の練習している所は、他と比べて、

とても設備が良いので特にありません。 

 

バンドのＰＲ 

 ９月にサンシャインホールでの Awaji K～

音旗揚げコンサートに出演し、６曲程度演奏

する予定です。是非足を運んで下さい。 

 



Awaji K～音からのお知らせ 
 

 Awaji K～音だよりが発行されました。 

これからも３ヶ月に１度くらいのペースで、

発行していきたいと考えています。 

 この場を、みなさま会員の方々の連絡の場

に出来ればと考えています。どしどし、お便

りを事務局まで投稿して下さい。 

 

会員証の発行について 

 会員証が発行されました。 

会費を納めて頂いた方には、会員証を発行致

します。 

 会員証は次のようにお使い下さい。 

① コンサートの出演料や、入場料の変わり

として、必ず首に掛けてご使用下さい。 

② ２団体以上集まる場合は、お互いの情  

報を知らしめるためにお使い下さい。 

③ その他色々な使い方を会員相互でお考え
下さい。 

 

名簿の発行 

 名簿が発行されます。 

個人情報の観点から、当初は色々考えた末、

今回同封のような形にしました。ご不自由だ

とは思いますが、詳しい情報を求める場合は、

事務局までご一報下さい。 

 尚 あくまで会員相互の利便性を計るため

の名簿ですから、それ以外の目的には使わな

いで下さい。 

 

会員の勧誘について 

 会員を広く募集しています。 

 みなさまのお友達や知り合いの方、また、

ご家族で、音楽をこよなく愛しておられる方

がありましたら、ぜひご勧誘下さい 

 出来るだけ多くの方が、会員として登録さ

れれば、淡路島の音楽文化発展の一助を担う

ことが出来ると思います。楽しく、気楽に考

えて下さい。 

 

 

 

 

 

Awaji K～音 

旗揚げコンサートについて 

みなさまにお知らせしましたように９月23

日サンシャインホールにて「Awaji K～音・旗

揚げコンサート」を開催致します。 

 幅広く出演者を募集しています。バンドだ

けでなく、ボーカルソロなんてのもありかな

ーなんて考えています。ただし、会則にもあ

りますように、「カラオケ」は省きますので、

よろしくお願い致します。 

 現在出演予定の団体は、 

① クラッシャーズ 
② ウチのバンド 
③ 懐メロパラダイス 
④ レジェンド 
⑤ 中学生のバンド 
⑥ 名前不明（会長失格） 
⑦ ＋＋＋＋ 
以上８団体の予定です。まだまだ練習期間も

有ると思いますので、我こそはと思われる方

は、事務局までご連絡下さい。 

 

助成金について 

 「平成 18 年度 淡路地域 『地域づくり活

動応援事業』」の情勢金申し込みをしています。

出来る限り頑張って貰ってこようと思います。

みなさま祈っていて下さい。結果については

また次号で、お知らせ致します。 

 

事務局について 

 事務局は（午前９時から午後５時まで） 

〒656-2305  

淡路市浦 657 テイクオフ株式会社内 

電 話 0799-74-5212 

ＦＡＸ 0799-74-5213 

または 

会長 藤原純一 

電 話 0799-74-5751 




