
 

Awaji K~音音音音 2014 年度総会年度総会年度総会年度総会のごのごのごのご案内案内案内案内 

 

2014 年度 Awaji K～音の総会を下記のように 

開催いたします。 

日時：2014 年 4 月 13 日（日）16：00～ 

場所：久留麻会館（淡路市久留麻） 

 

 

 

 総会では 2013 年度の事業報告、決算報告、2014

年度の予算、事業計画等の検討を予定しています。 

 総会は年に一度、活動方針などを検討する大事

な会議です。ぜひみなさんご参加ください。 

 また、総会終了後はいつもどおり、交流会やフ

リーライブを企画しています。 

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 2014 年度会費をご用

意くださいますようお願いいたします。 

2014 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 

交流会費 1,500 円（小中高生も同額）が必要です。

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。 

              

 

 

 

 

食事の関係がございますので、交流会への参加

を希望される方は宴会係（田中はるみ：電化ショ

ップふぁみりあ）まで最終頁の申込書に記入の上

FAX でお申し込みください。FAX の無いかたは

メールもしくは電話でお願いいたします。詳しく 

は裏面を参照してください。 

締切締切締切締切はははは 2014201420142014 年年年年 4444 月月月月 9999 日日日日（（（（水水水水））））ですですですです。。。。  

  

2010 年度総会の様子 

 

 

2014 年年年年    K~音新年会音新年会音新年会音新年会をををを開催開催開催開催 

 

2014 年も新年会で始まりました。いつもお世

話になりっぱなしの『ゑびす亭』にて、感激する

ほど楽しい新年会となりました。料理もおいしか

った(*ﾟ▽ﾟ*)♪ 

 

 
美子バンド 
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最後は K～音恒例のセッションが始まり、気づ

けばダンサー(？) も参加！！大いに盛り上がり、

おかげで声がガラガラになりました。 

それぞれの親睦も深め楽しい新年会を過ごす

ことが出来ました。皆さん、ありがとうございま

した。今年も頑張りましょう！ 

 

 
セッションバンド 

 

 

 

『『『『Awaji K~音音音音 Live in Sunshine vol.13』』』』をををを

開催開催開催開催！！！！ 

 

 2 月 23 日、サンシャインホールで「Awaji K 音 

Live in Sunshine vol.13」を開催しました。全 5

バンドのうち、高校生バンド、大学生バンド、プ

ロなど 3 バンドもの初出演があり、150 名近いお

客様にも来ていただき大いに盛り上がりました。

当日の様子をお伝えします。 

 

PPOOTTEENNTTIIAALL  

岡  健斗 (Dr)、津田  知宏 (Gt,Vo) 、向田  崇人 

(Bs,Vo) 

 

Live in Sunshineに久しぶりに高校生のスリー

ピースバンドが帰ってきました。斎藤和義の「好

きだったんだぜ」をはじめ Green Day、モンゴル

800 などのカバーをスリーピース特有のシンプル

なサウンドにのせて聞かせてくれました。ユニー

クなメンバー紹介もあり、楽しかったです。TOP

バッターで緊張したでしょうけど、その重責を立

派に果たしてくれました。 

 

 

柏柏木木英英樹樹  

柏木英樹(Gt,Vo) 

 
シンガーソングライターの柏木英樹さん、昨年

来の出演です。「こんなおれでも」「ふるさと淡路

島」など哀愁漂う柏木サウンドを聞かせてくれま

した。親しみやすく分かりやすい歌は、自然に手

拍子を誘っていました。ソロということで出演時

間は短かったのですが YouTube でもおなじみの

「仲間ソング」を最後に演奏して会場を盛り上げ

てくれました。 

 

 

VViillllaaggee  hheeaadd  

吉澤まりな(Vo)、東畑しゅうへい(Gt)、 

かさいたくま(Bs)、佐藤ゆか(Key)、 

田中ゆうと (Dr) 

 
大学の軽音バンドとして初めての参加です。な

んと懐メロ中心のバンドとのことで「夢見る少女

じゃいられない」「ルージュの伝言」など懐かし

の名曲を演奏してくれました。またタイトルは判

らないけど（舞台では言わなかった？）今回初め

て作ったオリジナル曲も聞かせてくれました。さ

すが大学生ですね、迫力のロックサウンドでした。

アンコールを受けて演奏した「タッチ」ロックバ

ージョン、かっこよかったです。 

 



オオオオツツエエ  

オオツエ(Gt,Vo) 

 

大阪、淡路島を拠点に音楽活動をするオオツエ

さん。今回初めて Live in Sunshine に出演です。

ソロの 15 分枠を目いっぱい「ふるさと」「キオク」

「幸せでありますように」のオリジナル 3 曲を歌

い上げてくれました。やっぱりプロですね。会場

をグイグイ自分の世界に引き込み、自然に手拍子

がはじまります。アンコールでは「風鈴草」を感

謝をこめて歌ってくれました。 

 

 

おおじじゅゅっっささんんとと愉愉快快なな仲仲間間達達  

竹原祐乗(Gt,Vo)、岡本仁美(Gt,Vo)、 

エルエール田中(Prc,Mdr,Gt)、保宗誠(Prc)、 

三谷典子(P) 

 
今回のトリを務めてくれたのは、おじゅっさん

と愉快な仲間達。「上を向いて歩こう」「サニーサ

イドストリート」「街歌」などのレパートリーを

数々の楽器を駆使して聞かせてくれます。このホ

ノボノとした温かい雰囲気は一体何なんでしょ

うか。きっと音楽の原点なんでしょうね。会場全 

体にやさしい風が吹いていました。最後のほうは

毎度のことながら妙に盛り上がり･･･シッチャカ

メッチャカ(笑)、いつも楽しいステージありがと

うございます。さすがです。 

 

岡田 

 

イベントイベントイベントイベント出演者募集出演者募集出演者募集出演者募集 

 

イベント出演のオファーが来ていますので、お

知らせ致します。 

 

① 南あわじ市 ライブイベント 

ライブハウスっぽい感じらしいです。募集要項

は以下の通り。 

日時：2014 年 4 月 5 日(土)  

16：00～17：00 学生バンド  

18：00～       一般バンド 

場所：カラオケ 福（南あわじ市 王将の近く） 

学生バンド 1 枠 ・ 一般バンド 1 枠 募集致しま

す。持ち時間は転換を含めて 30 分程度です。 参

加費用は学生無料。一般 5000 円（チケット販売

の 50％バック） 

チケット 学生 100 円 一般 1000 円＋ワンドリ

ンク 

 
 

② 淡獅子会フードフェスタ2014春 

淡路島の美味いものを先着 500 名に試食しても

らうイベントです。 

日時：2014 年 4 月 20 日(日) 

場所：津名港ターミナル（屋外・屋内未定） 

出演時間は10時～16時ぐらいの間で昼の部と夕

方の部に分かれる予定。演奏時間は転換込み20

分程度で調整も可能だそうです。（要相談） 

 

 

上記イベントに出演を希望される方は、事務局

まで連絡を頂きますよう宜しくお願いします。 

事務局 森 

(Mail) awaji.k.on@gmail.com (Tell) 080-6143-4668 



 

   Awaji K～音 2014 年度総会＆交流会参加申込書 

 

 

 

Awaji K～音 2014 年度総会 

日時：2014 年 4 月 13 日（日）16：00～ 

場所：久留麻会館（淡路市久留麻） 

 

総会もしくは交流会に参加される方は下記にご記入の上 FAX でお申し込みください。FAX の

無い方は電化ショップふぁみりあにご持参いただくか、メール、電話でお知らせください。みな

さんのご参加お待ちしております。締切締切締切締切はははは 2012012012014444 年年年年 4444 月月月月 9999 日日日日（（（（水水水水））））ですですですです。。。。    

    

総会総会総会総会のみのみのみのみ参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方はははは参参参参加費用加費用加費用加費用はははは必要必要必要必要ありませんありませんありませんありません。。。。2012012012014444 年度会費年度会費年度会費年度会費はははは総会後総会後総会後総会後におにおにおにお支払支払支払支払いくだいくだいくだいくだ

さいさいさいさい。。。。    

交流会交流会交流会交流会にににに参加参加参加参加されるされるされるされる方方方方はははは交流会費交流会費交流会費交流会費 1111,,,,555500 00 00 00 円円円円（（（（小中高生小中高生小中高生小中高生もももも同額同額同額同額））））がががが別途必要別途必要別途必要別途必要ですですですです。。。。参加者氏名参加者氏名参加者氏名参加者氏名

欄欄欄欄にににに学年等学年等学年等学年等をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。メールメールメールメールやややや電話電話電話電話でででで申申申申しししし込込込込まれるまれるまれるまれる方方方方もももも、、、、そのそのそのその旨旨旨旨おおおお伝伝伝伝えくださいえくださいえくださいえください。。。。    

 

 

参加者氏名 総会 交流会 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 
出席 ・ 欠席 出席 ・ 欠席 

 

 

◎◎◎◎申申申申しししし込込込込みみみみ先先先先    

FAX:0799-70-1252(ふぁみりあふぁみりあふぁみりあふぁみりあ) 

Mail：shu-shu.mama@ezweb.ne.jp 

TEL：：：：090-1154-1993 

                                                

 

 


