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第 8回 Live in Sunshineのお知
 
第 8回 Live in Sunshineは 7月

浦文化館サンシャインホールで開催

回は以下の 5バンドの出演です（
 Smile 
 Geest 
 Can't Fly Fish 
 ポップディラン 
 懐メロパラダイス 
 今回は Live in Sunshine では初
ンサート、お客様がたくさん来てく

待しています。また、Live in Sun
バンドも 2バンド（中学生バンド
ド 1）あります。どちらも今、猛練
頑張ってください(^^♪ 
 今回出演されない会員の方も、是

つけてください。よろしくお願いし

時間：18：30～21：00（開場 18：
入場料：無料 

竹フェスタ 2009に参加しまし
 
５月３１日(日）淡路市浦の浦川周

ました「竹フェスタ２００９」のイ

ンドが出演させていただきました。

新型インフルエンザの影響で開

ましたが、無事お天気にも恵まれ青

ち良い野外ライブでした。 
最初の登場は、当日徳島でのステ

いるということで、時間の都合上「

イス」さすが引っ張りだこ！！ 
裕子さんの澄みきった歌声、はる

りのある歌声、そして、なんといっ

ューの美里ちゃん！＆藤岡藤巻(田
の一生懸命さにとても心打たれまし

さすが「懐パラ」選曲もバラエテ

いて老若男女楽しませてくれました
第１９号 ２００９年６月２５日発行 
1 淡路市久留麻 1667-1 岡田 久 0799-74-0560）http://www.freedom.ne.jp/k-on/ 

らせ 

26日(日）東
されます。今

順不同） 

となる夜のコ

れることを期

shine初登場の
1、高校生バン
習の最中（？）

非応援に駆け

ます。 
00） 

事務局 
 

た。 

辺で開催され

ベントに５バ

 
催が危ぶまれ

空の下、気持

ージも控えて

懐メロパラダ

みちゃんの張

ても今回デビ
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そして「おじゅっさんと愉快な仲間たち」 
おじゅっさんはいてくれはるだけで和むわ～ 
やけど、炎天下、頭暑かったやろなっ！ 

 
そして「森大地」 

いい声が浦川に響きました。ピンでのライブも観

ごたえありました。 

 
そして「富田屋ロッケストラバンド」 
屋外で聴く富田屋さんのライブはまた格別です

ね。お姉さんもお兄さんの歌うまっ！ 
おじゅっさんが二人も・・・双子ちゃんも・・・

すばらしい！ ありがたいわ～、まあ君のドラム

ステキ・・・今回は電子ドラムまで・・・、おっ

くん・・・男前・・・、「富田屋」最高！！！ 
 

 



そして K～音のガールズバンド先駆け
「SEMI;CORON」 
お得意のチャットモンチーのナンバーを聴かせ

てくれました。 
青空の下とても気持ちよさそうでした。 
 

 
 
そして「Chizuru」 
今回はお母様に司会もお願いしました。 

長時間にわたりありがとうございました。 
Chizuruさんの優しい歌声が村上さんのギターに
のってラストを飾るにふさわしいステージにな

りました。 
 

 
 
今回お声をかけていただいた東浦地域活性化

実行委員会の皆様ありがとうございました。 
またこんな企画があればうれしいです。 

治井節子 
※「懐メロパラダイス」と「おじゅっさんと愉快な仲間た

ち」は事務局がベースを弾いていたため写真を撮れません

でした。ごめんなさい。 
 

 

第 7回 Live in Sunshineを開催 
 
6月 7日「第 7回 Live in Sunshine」が東浦文

化館サンシャインホールで開催されました。 
今回はほんとうに大勢の方にお世話になりま

した。お客様が少なめであったことは少し残念で
すが、でもとても素敵なコンサートになりました。 
出演いただいたバンドの方々、ご苦労様でした。 
裏方の皆さん、ホールスタッフの皆さん、お世

話になりました。また、ドラムセットはじめ機材
を提供していただいた富田屋ロッケストラのみ
なさん、ありがとうございました。 
いつものように当日の様子を出演順にご紹介

します。 
 
第 7回 Live in Sunshine 報告 

 今年は出演が年１回と言う事も有ってか？ 
皆さん気合いが入っていましたね、ご苦労様でし

た！照明、音響の裏方さんもとっても良かったで

す！ 
 
♪富田屋ロッケストラバンド 

 

   

暗闇の中からレーザー光線を浴びながら始ま

ったドラムソロ(格好いい！) そして今回はツイ
ンドラム、生ピアノ・サックスも加えてパワーア

ップ、大人数のバンドの見本になりますね。又、

新旧あわせた選曲で老いも若き？も楽しめまし

た！ 
 

♪おじゅっさんと愉快な仲間達 
 

 



 変わって、こちらは小編成、シンプルなアコ
ースティックも良いですね。そして何時ものトー

ク、会場は爆笑の渦！何時か説法や法話なんかも

聞いてみたいな。そして、お馴染みの曲、自然と

手拍子が。ゆったり心温まる演奏でした。 
 

♪スワローテール 
 

 
高校になって時間も無い中新曲も！他のライ

ブにも積極的に参加、やる気が伝わってきます。

今回は岡田さんも参加、良い味が出てました。今

回唯一の高校生バンド、後輩の中学生バンドも増

えて今後が楽しみです。 
 

♪山崎あきら 
 

 
 陽水、フォーセインツ、加山雄三…我々の世

代には懐かしい曲ばかり、自然と口ずさんで居ま

した。 イントロ、間奏はオリジナルでしょうか？
味があります。エリーゼのためにも良かった。 又
色々と聞かせて下さい。 

 

♪BBB featuring ChizuRu 
 

 
 昭和歌謡から演歌、オリジナル、沖縄の歌と

バラエティーに富んだ選曲、ギター１台とは思え

ないアレンジ、静かに～又激しく、心に染みまし

た。 お母さんも負けず格好良かったです！ 
 

 理事 岩根徹 
 
DVDを提供します。 
「第 7回 Live in Sunshine」の DVDを会員限定
で販売します。手数料は 600円です。ご希望され
る方は会計（治井 0799-74-2243）までご連絡く
ださい。 
 
 
 
会費納入のお願い 
 

Awaji K～音の役目として最も大事な「会員名
簿作成」の時期が近づいてきました。名簿には出

来るだけ多くのミュージシャンを載せたいと思

っています。そしてより多くのミュージシャンの

交流が生まれたら幸いです。昨年度会員の方で今

年度会費の納入がまだの方は、大変恐れ入ります

が、この広報同封の振込用紙をもって郵便局にお

出かけください。よろしくお願いいたします。な

お、入れ違いで、すでに会費を納入された方はご

容赦願います。 
また、すでに総会などで会費をいただいた方に

は振込用紙は同封いたしません。 
 
※注文していた振込用紙が郵便局からなかなか

届かず、だいぶ遅れてこの時期になってしまいま

した。申し訳ありません。 
 

2009年度会費 
大人 3,000円 小中高生 1,200円 
 



バンド紹介 
 

BBB featuring ChizuRu 
  
バックバンド BBB（ギター、ベース、パーカッシ

ョン）に、４代目ボーカルとして岩屋出身の

ChizuRu(チヅル)が加わり、２００７年８月から神戸

・・・ChizuRu
が Awaji K

を拠点に活動を開始しました。 

～

歌

BBB featuring ChizuRu としての初舞台は、神戸
開地夏まつり。 

ジャンボリーに出演するなど、

地

音のイベン

トに初めて

出演させて

いただいた

のは、この年

の丁度６月、

バンドへの

加入が決ま

った頃。ライ

ブ in 寄神ス
タジオでし

た♪その時一
緒に出演してもらった BBB のリーダーでギターの
村上二郎氏と共に、K～音メンバーとしても現在活
動をしてい

ます・・最近

は ChizuRu
の母「幸子」

も い手と

し て 大 活

躍！いろん

な場  面で登
場させてい

ただいてお

ります↑☆ 
 
 
 
 

新

その後、淡路・洲本や国営公園のおまつりイベン

トや、ミュージック

元淡路島で出演の機会はありましたが、近頃は K
～音のイベントに出させていただいたり、メンバー

の方々と関わらせていただく回数も増え、ふるさと

での音楽好きの「和」が広がり、とても嬉しく思っ

ています(^^) 

  

 
さて、バンド 動をはじめて、間もなく丸２年に

ろうとしています。 

関係のお店で出演する機会

も

れど、決

中です(笑） 

曲を、言葉や響き

もちろん☆ですが、神戸

大阪・奈良方面でもライブ出演していますので、

機

イブ情報は・・・BBB featuring ChizuRuのホー
ページでご覧になれます。 

活

な

その間にもたくさんの素敵な出会いあり☆そして、

昨年からご縁あって沖縄

増えました↑↑ そんな中、大切なこともいっぱい
学ばせていただいてます（現在進行形）。 
「思いの文化」や「おもてなしの心」に触れ、音楽

を通して自分たちのできる範囲ではあるけ

して独りよがりではなく、お客さまに喜んでいただ

けるようなステージをしたい。と、更に強く思うよ

うになりました。 
難しいことはできませんが、BBB featuring ChizuRu
はまだまだ発展途上

心に残る昭和の懐かしい曲、琉球ポップス、

ChizuRu(チヅル)自身のオリジナル
を大切に・・・心のこもった演奏を、これからもし

ていきたいと思います。 
  

Awaji K～音のイベントは
や

会があればぜひ遊びにいらしてください。お待ち

しています～（＾＾）/・・・ 
  
 
 
 
ラ

ム

http://www.geocities.co.jp/MusicStar-Vocal/2206/pa
ge004.html
  
（「BBB ChizuRu」でも検索できます） 
 


	第8回 Live in Sunshineのお知らせ
	竹フェスタ2009に参加しました。
	第7回 Live in Sunshineを開催
	DVDを提供します。

	会費納入のお願い

