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新年明けましておめでとうござ

 
旧年中は、K～音の活動を通じて

ほか、部外のさまざまな方々にお世

ら、幾つものライブ、イベントをこ

きました。 
 また、次々に新規会員さんの入会

いもあり K～音内部的にも、充実し
ります。 
 音楽活動においては、寄神スタジ

より使用時間が削られ、練習場所の

なっています。（行政側に要望書を

して頂いています。） 
 また、音楽教室の開催も会員の方

高く、この件については、講師確保

り、K～音役員内で模索中でありま
 懸案事項の中で出来ない事も多

いますが、会員の皆さんには、音楽

に楽しい仲間作り、ライブ活動がで

員の方々と努力したいと考えており

Awaji K～音会
 
「第６回 Live in Sunshine」開
  
「第 6回 Live in Sunshine クリ

ート」が 12月 21日サンシャインホ
されました。今回は全 7バンドの出
リスマス企画もさまざま。大いに盛

た。ライブの詳細は次ページの特集

い。 
 
Awaji K～音の機材を買いました
 Awaji K～音の会員が気軽にミニ
懇親会などで使えるように、マイク

ンド、マイクケーブルを 3セット買
た来年にはドラムセット、ギターア

アンプも買う予定です。みなさん利

いね！（ちなみに寄神スタジオに

Awaji K～音の機材があります） 
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オが諸事情に
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いました。ま

ンプ、ベース

用してくださ

は淡路市と

新年会を開催します 
  
お待たせしました、新年会です！昨年の伝説の

新年会（盛り上がりすぎ（笑））から早一年。今

年は学生たちのリクエストにもお答えして年齢

制限もせず、上品かつ濃厚に開催したいと思いま

す。会員同士、交流を深める絶好の機会です。ぜ

ひ皆さん、ちょっとだけでも参加してみてくださ

い。楽しい音楽仲間がいっぱいです。もちろん、

フリーライブもします。楽器をかついできてくだ

さい。会員ご家族、友人など、会員以外の方の参

加も OKです。 
 
日時：1月 18日（日曜日）17：00～21:00 
場所：レストラン アメリカ（淡路市釜口 2007-1、
寄神スタジオから洲本方面に約 2km、大きな観音
さまの下です。電話 0799-74-4540) 
会費：3,000円（大人、子供共） 
食べ物：今回はレストランが会場ですので飲食物

の持ち込みはしないでください。ソフトドリンク

は会費に含まれます（フリードリンク）。酒類は

ビールだけになりますが、個別に会計してくださ

い。飲酒運転はしないでください。 
フリーライブ機材（Awaji K～音で用意するも
の）：ドラム、ギターアンプ、ベースアンプ、キ

ーボード、PA 
※ギターなど楽器はご持参ください。 
食事の関係がございますので、参加を希望される

方は同封の参加申込書に必要事項をご記入の上

Awaji K～音事務局までFAXしてください。締切
は 1月 15日とさせていただきます。 
◎Awaji K～音事務局FAX 0799-74-5213 
レストラン アメリカの地図 

 



ドラムス講座 1月以降の日程 
 
ドラムス講座、1月以降の日程が決まりました。

場所は淡路市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：岡田） 

1 月 14 日（水） 19:00～22:00 

2 月 4 日（水） 19:00～22:00 

3 月 4 日（水） 19:00～22:00 

 
第 3回 Live in 寄神スタジオ 
  
現在、第 3回 Live in 寄神スタジオの出演バン

ド募集中です。締切は 2月 10日（火）とさせて
いただきますので、ご希望の方は早めに出演申込

書を提出してください。出演申込書は Awaji K～
音のホームページからダウンロードできます。 
 
特集 第 5回 Live in Sunshine 報告 

 
K～音会員の皆さんコンニチワ！毎度おなじみ

他人の批評をすればピカイチ?!の、コメントおば
さんです＼(◎o◎)／！ 
今回の Live in Sunshine、これまで以上に内容

も濃く!?よかったんじゃないですかぁ･･･最後ま
でホント楽しめました。 

 
富田屋ロッケストラバンド 

 
サンシャインは 2回目の富田屋ロッケストラさ

ん、いつも選曲がニクイねぇー!! 特に今回は私
の好きな曲ばかりをお若い方が素敵に唄ってく

ださって･･･舞台の袖で思わず口ずさんでしまい

ました。遠方からいつもありがとうございます。

やっぱ、畠山さんはええ味だしとんなぁー･･･ 
 

BGB 

 
待ってました!! とうとうお姉さん(!?)軍団が

サンシャインデビューしましたねぇー!! まず衣
装は完璧!! 岡本っちゃんのつかみは OK、演奏も
よくぞここまで･･･感動しましたよ! コーチの岡
田さんやドラムの吉田先生、治井パパも目頭が熱

くなったでしょう。BGB 最高！次回も楽しみに
しています。(^・^) 

 
フラプラ 

 
上手い!! ボーカルもギターもキメすぎ!! 懐か

しい曲もとってもおしゃれで･･･心地良かったワ。 
全体に丁寧で優しい歌い方が印象的でした。裕

子ちゃん、大人の魅力を感じましたョ。 
 
 

 



SEMI;COLON 

 
K～音ガールズバンドの代表格、新生セミコロ

ンは実力も回を重ねるごとに着実にUPしていま
すね!! 学校生活とバンドの両立は大変だと思い
ますが、頑張って次回も是非楽しませてください。 
 
ポップディラン 

 
ギターもさることながらピアノを弾きながら

の名曲の数々･･･今回はうらやましく思えました。

特に「Let it be」はちょっぴり感動いたしました。
ポップディランさん、ピアノにかけてはホントに

努力の人ですね。これからもぐんぐん腕を磨いて

弾き語りの良さを伝えてください! 
 
 

 

 

Can’t Fly Fish 

 
これまたK～音ボーイズバンドのビジュアル系

4人組、お久しぶりで･･･、高校入学以来またまた
カッコ良くなって、フルバンド演奏もとってもよ

くまとまってました。今回はアコースティックバ

ージョンも交えてレベル UPですね。その甘いマ
スクで聴かせてくれるやないの!!キャンフラのフ
ァンがまた増えるで(*^_^*) 

 
…and More… 

 
and More･･･さん、ライブインサンシャイン初

出演おめでとうございます!! そしてありがとう
ございます。トリを飾るにふさわしい演奏と演出

でした･･･大満足(*^_^*) ギター、ベース、ドラ
ム、キーボードさんの個々の技術や迫力ある演奏

はK～音メンバーにもとっても刺激になりました。
これからもお手本をどんどん聴かせて下さい!! 

 
以上、いつも上から目線のコメントですいませ

ん(>_<) 今回の全体の感想ですが、大人のバンド
の頑張りがすごく伝わってきたような気がしま
す!! 出演されたみなさん、本当にお疲れ様でした。 

Awaji K～音 田中 
 
 

DVDを提供します。 
「第 6回 Live in Sunshine クリスマスコンサー
ト」の DVD を会員限定で販売します。今回は
DVD2 枚組となったため申し訳ありませんが手
数料 1,000円を申し受けます。ご希望される方は
会計（治井 0799-74-2243）までご連絡ください。 



バンド紹介 
 

BGB 
 
バンド紹介って･･･ そんな大層な･･･ 
すいません(^^ゞ 
 

 
 
なんしかアラフォー過ぎのおばちゃんら同級

生 4人組です。高校生のとき、今の若い方々とは
比べものになりませんが、ほんまにチョコッとこ

の 4人でフォークバンドをしてました(~_~;) 
 

 
 
そして何を血迷ったか、若い方の影響を受けま

して『私らもやってみたい』という気持ちに駆ら

れ、一応のところ子育ても一段落し、次に迫りく

る老人介護までの有余期間の間『頑張ってみらん

かよ』という事になり、今年の五月位から家族に

晩御飯を用意したあと、ドラムは初めてなので K
音ドラム教室に通い（ケンタロー先生ありがとう

ございました）and週 1回のペースで子育て支援
センターで練習させて頂いてました。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
そして↑今回クリスマスコンサートに出演させ

て頂き、高校生の時以来、30年ぶりにあんな贅沢
な事させてもらっちゃいました（スタッフのみな

さん感謝です） 
 

 
 
 おばちゃん達は人生のおり返しデンしてもた

ので、できる限り、時間を有効に使わないといけ

ないのよォ～!! 
これからもおばちゃんら頑張らせて頂くわぁ～ 
ほな皆さん、ごきげんよう! 
 

 
 

From BGB 
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