
 

第 9 回 Live in Sunshine を開催 

第 9 回 Live in Sunshine が 2 月 21 日(日）東

浦文化館サンシャインホールで開催されました。

出演されたのは下記の 6 バンドです。 

1.サカミチ Dash! 

2....and More... 

3.Falsetto 

4.Obit 

5.SEMI;COLON 

6.Charch Back Trio  

今年度最後となった今回は 6 バンドの出演。初

出演が 2 バンド、今回で解散するバンドが 2 バン

ド。出演者の年齢の幅もあって多彩で楽しいコン

サートになりました。今回も裏方のみなさんをは

じめ大勢の方にご協力いただきました。ありがと

うございました。当日の模様は次ページの特集を

ご覧ください。 

 

Awaji K～音 2010 年度総会のご案内 

2010 年度 Awaji K～音の総会を下記の予定で

開催いたします。 

日時：2010 年 4 月 11 日（日）11：00～ 

場所：東浦サンパーク（花の湯の隣です） 

 

URL http://www.higashiurasunpark.jp/ 

総会終了後、交流会、フリーライブ等を企画し

ています。オードブルも用意しますのでみなさん

お楽しみください。飲み物は持ち込みとなってお

ります。ソフトドリンクは用意します。フリーラ

イブではドラム、ギターアンプ、ベースアンプ、

キーボード、PA を用意いたします。演奏される

方は楽器をご持参ください。 

 

◎総会に参加される方は 2010 年度会費をご用意

くださいますようお願いいたします。 

2010 年度会費（予定） 

大人：3,000 円、小中高生：1,200 円 

◎交流会（フリーライブ）に参加、ご希望の方は

会費（大人：2,500 円、小中高生：1,500 円） 

が必要です。また、交流会は会員以外の方（ご家

族など）もご参加いただけます。同封の申込書に

人数をご記入の上 4 月 4 日までに FAX もしくは

電話でお申し込みください。 

 

◎お願い 

みなさんお忙しいとは思いますが、総会にはで

きるだけ参加をお願いいたします。昨年度は改め

て各バンド向けに方針説明会を開催しましたが、

できれば総会の中で今年度の方針説明、意見交換

をしたいと考えています。ボランティア活動であ

ることもふまえ、効率的な運営にご協力願います。

できれば各バンドから何名かは参加くださいま

すようお願い致します。また、交流会、フリーラ

イブは淡路では数少ないミュージシャンの交流

の場を目指しています。こちらも合わせて大勢の

参加をお願い致します。 

昨年度の総会フリーライブ風景 

 
会長 戎 郁夫 
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第 9 回 Live In Sunshine 報告 

  2 月 21 日、快晴の日曜日 第 9 回 Live In 

Sunshine が 開催されました。 

今回は、集客もまずまず、出演者の年代も幅広く、

曲もロック、テクノ、フォーク、オールドアメリ

カンなど多彩。楽しい一日となりました。 

 

サカミチ Dash! 

 

サンシャイン初登場の中学生トリオ。ギター、

ベース、ドラムとシンプルな構成。全体ではまだ

少し荒削りながらも、ボーカルは伸びがあり、ま

とまり、リズム感もなかなか！これからが楽しみ

なバンドです。レパートリーも増やしてまた聞か

せてください。 

 

 

...and More... 

 

こちらはチョットしぶいおじさん？4 人組。始

まりの演出、鐘の音に合わせての再入場？リズム

ボックスが鳴り、ギターが重なり、シンセ、ボゴ

ーダーなど凝った構成。楽器もこれだけ弾ければ

楽しいだろうなあ。次回は何が飛び出すか。 

 

 

Falsetto 

 

新生Falsetto？生ピアノとギターだけのシンプ

ルでアコースティックなサウンドもいいなあ！

時にはピアノ、ギター1 台の伴奏、そしてボーカ

ルとハーモニー。中高生もこんなアコースティッ

クバンドはいかが？ 

 それから曲間のトークもおもしろかった。 

 

Obit 

 

みなさんお待たせ、久々の登場です。ガールズ

バンドから大変身？でもパワフル、ハートフルな

曲、ボーカルは健在。曲間のドラム（あれは演

出？）、そしてトーク、個性的だなあ。次回もま

た楽しみ！ 

 

SEMI;COLON 

 

高校生ガールズバンド、レパートリーも増えボ

ーカル、コーラス、各楽器も磨きがかかってきま

した。頑張ってますね。でも解散、残念。何かの

形で音楽を続けてください。○○年後に再結成と

か！楽しみにしています！ 

 



Charch Back Trio 

 

こちらはなんと100年くらい前のアメリカの曲。

ウッドベースは 100 才、人間のほうは合計で 240

才、すごすぎる！バンジョー、マンドリン、ギタ

ー、ベース、オートハープ、そしてトーク。癒さ

れるなぁ！それとビックリしたのは 1本のマイク

で生楽器 4 台、コーラス 4 人を拾ってた事。こん

な事もできるのかと勉強になりました。 

 

今回の報告記事 岩根徹（ポップディラン） 

 

DVD を提供します。 

 

「第 9 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。 

 

Awaji K～音に新機材 

 

 学習小学校から寄神スタジオにトランペット、

トロンボーン、フルート、サックス、クラリネッ

トなどが寄贈されました。以前、学習小学校で吹

奏楽が盛んであった頃に使われていたもので、メ

ンテナンスが必要です。メンテナンス用品は揃え

ましたので、お手伝いいただける方は事務局まで

ご連絡ください。これらは寄神スタジオで使用す

ることがきます。 

また、300W のキーボードアンプを購入しまし

た。大出力なのでライブ活動には大活躍すると思

います。こちらは Awaji K～音役員の田中はるみ

さんが管理してくれています。使用希望の方は田

中はるみさん（090-1154-1993）までご連絡くだ

さい。4ch、マイク入力もありますので、簡易 PA

としてストリートライブなどでも使えます。 

 

キーボードアンプ 

BEHRINGER / K3000FX ULTRATONE 

 

新年会を開催  

  

1 月 11 日、釜口のレストランアメリカで Awaji 

K～音新年会を開催しました。K～音最年少とな

る小学 5年生バンドや新結成の中学 3年生バンド

（受験間際にもかかわらず出演してくれまし

た！）、大人の新バンドもあり、あっという間の 5

時間、演奏しっぱなしでした！とても楽しく盛り

上がることができました。 

ただ、予想を超える参加をいただき、時間帯に

よっては席が足りず、皆様にはご迷惑をおかけし

たこと、この場を借りてお詫びいたします。 

また、しましょうね！ 

 

 

K～音最年少（小 5）バンド トルコライス 

 

 

受験にもかかわらず出演してくれた中 3 バンド（名前は不明） 

 

 



バンド紹介 
 

サカミチ Dash! 
 

ぼくたち「サカミチ Dash！」は、昨年の冬に

結成した３ピースバンドです。メンバーは、G&Vo

の優季と Dr の拓実と Ba の一誠です。全員４月

から東浦中学校の３年生になります。 

 

 

 

水曜日の夜に淡路市子育て支援センターのス

タジオで練習しています。岡田さんに教えてもら

って、毎週真剣に練習しています。 

「サカミチ Dash！」の名前は、坂道をダッシュ

で駆け上るぐらい一生懸命音楽をやっていこう

という思いでつけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２１日（日）には「ライブ in サンシャイン

vol.9」に出演しました。チャットモンチーの曲を

４曲演奏しました。これまで Awaji K～音の集ま

りでは何度か演奏したことがあったけど、大きな

ステージで演奏するのは初めてだったので、とて

も緊張しました。でも、大勢の人に自分たちの演

奏を聴いてもらえる楽しさも感じることができ

ました。また、ほかの出演バンドのすごい演奏を

聴くことができて、いろいろと学ぶことができま

した。ぼくたちももっとがんばって練習しようと

思いました。 

 

 

 

これからまだまだ「サカミチ Dash！」はうま

くなりますので、みなさん応援よろしくお願いし

ます。 

 

 

 


