
Awaji K～音（〒656-2311 淡路市

 
「第４回 Live in Sunshine」開

 
「第 4回 Live in Sunshine」が

シャインホール祭の一環として開催
初出演２バンドを含め計９バンド
ました。詳細は特集をご覧ください

 
2008年度総会開催 

 
4月 6日、Awaji K～音 2008年度

れました。K～音会員でもある竹原
厚意により、桜満開の晴天下、法導
した。総会では小中学生の年会費改
事改定案、事業計画等が審議され承
当日は 15 時よりお花見ライブ、1
18時よりお花見懇親会と盛り沢山の
下のステージは夜更けまで途絶え
場は大いに盛り上がりました。ライ
最終まで参加して後片付けを手伝
た皆様、お疲れさまと共にありがと
た。なぜこんなに K～音の懇親会は
か、改めて会員の方々のバリエーシ
レント性に感服いたしました。 

会

Awaji K～音総会 

  
2008年度新役員のご紹介 
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2008年度 Awaji K～音コンサート及び 
第 2回 Live in 寄神スタジオのご案内 
 総会でもご案内しましたが、登録バンド数の増
加にともない、Awaji K～音主催コンサートの参
加方法が変更になります。2008 年度、よりよい
コンサートにするべく「各バンド余裕のある演奏
時間、コンサート全体で適度な時間」を目指した
いと思います。また、総会の時点では未定でした
が、サンシャインホールのコンサートが追加でき
ることになりました。2008 年度は下記の計画で
行います。 
 
日程 場所 コマ

6月 22 日（日） 寄神スタジオ 5 

7 月 27 日（日） サンシャインホール 5 

秋～冬 サンシャインホール 5 

新春 寄神スタジオ 5 

 
※コマ数は規定標準です。1 回のコンサートの総
時間数が 2時間半に満たない場合、コマ数を追加
します。各バンドは年間 2回出演可能ですが、コ
マ数が余る場合はその限りではありません。各コ
マ最長 25分（+アンコール 1曲）演奏が可能です。
もちろん持ち曲が少ない場合は短くてもかまい
ません。年度内に結成されたバンド（初出演者）
用に各コンサート 1コマの余裕を持つことにしま
す。コマの予約（コンサート指定予約）はあらか
じめ受け付けます。出演申込用紙にご記入の上
Awaji K～音事務局までお申し込みください
(FAX 0799-74-5213)。出演申込用紙は Awaji K～
音ホームページよりダウンロードできます。この
広報発行日（4月 21日）より受付を開始します。
またコンサート当たりの申込みが多数の場合（コ
マ数を超えた場合）他のコンサートに移動してい
ただくことがあります。原則「先着順（早い者勝
ち）」となりますが、コンサート全体の演出（大
人と学生のバランス、ジャンルのバランスなど）
を考慮した上で役員会にて決定します。Awaji K
～音でオファーを受けた分のライブについては
当面コマ数のカウントはしません。 

 
さっそく「第 2回 Live in 寄神スタジオ」が近

づいてまいりました。出演申込締切は 5 月 10 日
です。みなさん、どしどしご応募ください。 
日時：6月 22日（日曜）19：00開演 
場所：寄神スタジオ内遊戯室 



Awaji K～音ライブ告知（オファー分） 
 
◎河内れんげまつり 
主催：河内れんげまつり実行委員会 
日時：5 月 3 日（土、祝）11：00～16：00（内、
Awaji K～音は午後 1時頃からの予定 
会場：河内ダム下流約 300ｍ付近の田圃 
出演：Swallowtail、Falsetto、Can’t Fly Fish、

おじゅっさん 
◎すくすく商品券発行記念イベント 
主催：淡路市商工会 
日時：5月 6日（祝）10：00～16：00（内、Awaji 
K～音はお昼ごろ 1時間の予定 
会場：佐野運動公園（サポートセンター前） 
出演：Swallowtail、Falsetto 
※どちらも天候などにより変更となる場合があります。 
※どちらも入場無料です。 
お時間のある方は是非応援に行ってあげてく

ださい。 
 
プロフィール登録、バンド登録のお願い 
 すでに 2008 年度会員登録を頂いた 2007 年度
からの継続会員の方には、この広報とともにプロ
フィール登録（修正）用紙を同封いたします。ま
たバンド代表者（バンマス）の方にはバンド登録
（修正）用紙も同封いたします。 
 みなさん是非最新情報に更新していただき、新
しく作成される会員名簿に反映してください。 
 また、総会でもご案内しましたが、2008 年度
からは外部からのオファーを Awaji K～音の活動
を紹介するよい機会ととらえ積極的に参加する
ことにしました。今後このようなオファー受けた
際は、各バンド代表者にメールでお知らせします。 
バンド登録用紙には必ず代表者（バンマス）もし
くは連絡者のメールアドレス（できれば携帯）を
必ずご記入ください。 
プロフィール登録用紙、バンド登録用紙返送先 
Awaji K～音事務局：岡田（FAX 0799-74-5213） 

 
ドラムス講座 5月以降の日程 

 
ドラムス講座、5月以降の日程が決まりました。

場所は東浦子育て支援センター内、寄神スタジオ
です。参加される方は、演奏したい曲のソース（原
曲）を CD、MD、携帯電話などにてお持ち下さ
い。また、上靴もお持ち下さい。大勢の参加をお
待ちしております。 
ドラムス講座（主担当：吉田） 

5 月 19 日（月） 19:00～22:00 

6 月 16 日（月） 19:00～22:00 

7 月 16 日（水） 19:00～22:00 

 
2008年度会費納入のお願い 
 会員継続をご希望の方は 2008 年度会費の納入を
お願いいたします。6 月に名簿発行を予定していま
すので、お早めにお願いいたします。 
 
会費受付所 
パナペップハルイ 淡路市楠本 107-2 (TEL 0799-74-2243) 
大阪屋鮮魚店 淡路市久留麻 1820-11(TEL 0799-74-2215) 
年会費 大人 3,000 円、高中小学生 1,200 円 

 《特集》第４回 Live in Sunshine 
 
 お客様の数も、出演バンド数もこれまでの最高
を数えた今回、ライブの様子をご紹介します。 
 
S&Z － 貫禄の S&Z！ 

 
 少人数ながら楽器の構成はいつも多彩でお二人の器用

さには脱帽いたします。今回からは美女を従えての出演！

曲の幅もぐっと広がり大人の雰囲気を醸し出していまし

た。 
 
Swallowtail － 初めてのライブ、出演おめでとう！ 

 
緊張したでしょうが、かなり上出来でしたよ。みんなの

一生懸命な姿が印象的で、特にヴォーカルの歌い方には好

感が持て、気持ちが伝わりましたよ！コンサートでの少々

の間違いなど臆することなく今後も邁進してください。 
 

ポップディラン ― 毎度趣向を変えてのご出演、有難うございます。 

 
 ポップディランさんの音色、聴いていてとても落ち着き

ます。K～音アコースティックギタリストの大御所ですね。
特に今回のスカボローフェアは完璧！感動しました！ 



Can’t Fly Fish － 新高校生、卒業･･･そして入学おめでとう！ 

 
 コンサートの回を重ねるごとにファンを増やしていく

キャンフラも今回の出演は余裕すら感じられます。これか

らもひとりひとりの技術をこれまで以上に向上させてく

ださい。カッコイイ 4人組みの今後の活躍が楽しみです。 
 
Falsetto － 本格派男性デュオの登場に圧巻!! 

 
K～音新メンバーの森君、若いのに君のギターにはわび

さびが感じられます(^’^)。ハーモニカもうまいね。音楽が
好きで音楽をとてもよく理解しているお二人。今後の K
～音の大きな原動力になること間違いなし<(｀^´)>。こ
れからも宜しく! 
 
ユコンセ － 実力派･･･裕子ちゃんはホントに器用ですねぇ 

 
初めてのギター弾き語り、一生懸命練習したとか･･･一

生懸命が少しキャラとは違った感じもしますが?!あなた
の気持は伝わりましたよ。K～音の数少ない女性ヴォーカ
リスト、いつも子供たちのお手本でいてください。 
追伸･･･オジサンたちも楽しませてね！ 

Ash Down － オリジナルを手掛け本格始動 

 
 実力・人気共にもはや不動ですね！これからも音楽を愛

し、オリジナル曲を通じて自分たちを充分に表現し、日々

の努力を惜しまず大きな夢を叶えてください。 
 
Black Fox － 唯一ユニフォームを揃えて出演 

 
 気合いを感じます。ブラフォにはいつも元気を頂いてい

ます！今年からは学校もバラバラで活動が大変だと思い

ますが、出来れば心を一つにして続けてくれたらウレシイ

です。K～音ライブがみんなの同窓会の場になれたらいい
な!! 
 
SEMI;COLON － 初めてのトリを務めました！ 

 
 トリ、お疲れ様でした！一昨年の初舞台から数々のライ

ブをこなして、もうベテランの粋に達していますね。メン

バーのみんなは今回の卒業ライブ楽しめましたか？あな

たたちの背中を見て多くの中学生バンドが生まれました。

大人の私たちも励まされ勇気づけられることが多かった

です。これからも個々の才能を存分に発揮して、もっとも

っと活躍の場を広げてください。 
理事 田中はるみ 



バンド紹介 
-  遊歌雀 - 

 
 
バンド名は「憂歌団」が由来です（日本

のブルース界の草分け？天使のダミ声、泥

臭くて超絶テクのギター、誰にも真似でき

ない雰囲気のバンドです）。 

 
 

 
 
 

 憂歌団が好きということで出会って出来

た、東浦・一宮のおっちゃんバンドです。

（現在 2人） 

でも会ってみると小椋佳、中島みゆき、ビ

ギン、馬場俊英、おおたか静流、ビートル

ズ etc と、やりたいことがズラリ。コンサ

ートでは選曲にひと苦労、また楽器もやっ

たこともない物に挑戦したり、自分たちで

もチト変なバンドだなと思うけど、そこが

おもしろいのかも。 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
これからも色んな音楽を楽しんでいって、 

音楽も言葉も皆の心に届く様なバンドにな

っていきたいなぁ。 

 

 

 土居良任・岩根 徹 
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