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「第３回ライブ in サンシャイン
平成 19年 8月 26日（日）サンシ

において「第３回 Awaji K～音ライ
ャイン」が開催されました。これま

バンドが競演する、素晴らしいコン

ました。詳細は２頁からの特集をご

 
ドラムス講座 10月以降の日程 
ドラムス講座の 10 月以降の日程

りです。場所は東浦子育て支援セン

スタジオです。大勢の参加をお待ち

 
ドラムス講座（主担当：吉田） 

10 月 16 日（火） 19:

11 月 12 日（月） 19:

12 月 18 日（火） 19:

※日程は都合により変更になる場合がござい

 
キーボード、ギター、ベース教

 6 月から順次スタートしましたキ
ター、ベースの各楽器講座は 8月を
ました。担当も手探りの状態で始め

たが、なんとか最後まで開催するこ

た。受講生の皆さんがステージに立

しみにしております！ファイト！ 
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もって終了し

た各講座でし

とができまし

たれる日を楽

 

「舞台のお仕事」講座、受講生募集 
 

 
 
 コンサートや演劇などが行われるカゲには、舞

台･照明・音響など、ステージの裏方として活躍

するスタッフがいます。サンシャインホールでは

「オペレータクラブ 裏方衆 匠」の皆さんが

Awaji K～音のコンサートをいつも支えてくれて
います。 
 今回、その「裏方衆 匠」主催の「照明」及び

「音響」講座がサンシャインホールで開催されま

す。どちらも良いコンサートにするには必須のア

イテムです。講師はおなじみ、小池さんと牧さん。

数少ないチャンスですので Awaji K～音会員のみ
なさんも是非受講してください。そしてバンドの

ライブ活動に生かしてください。 
定員は 10 名程度、受講料は無料です。中学生

以上ならどなたでも受講することができます。 

知られざるサンホの舞台裏 

を覗くチャンスやでー！ 
 
舞台のお仕事講座 

照明（牧） 10 月 28 日（日） 10:00～17:00 

音響（小池） 11 月 18 日（日） 10:00～17:00 

 
※お申し込みはサンシャインホール(74-0250)もしく

は Awaji K～音事務局岡田(74-0560)まで。各開催日

の２週間前までにお申込ください。 

 



☆第３回ライブ in サンシャイン 
 

2007 年 8 月 26 日、「第３回ライブ in サンシ
ャイン」が開催されました。Awaji K～音通算４
回目のコンサートです。８月最後の日曜日、外も

暑かったですが、それに負けじとホールの中も熱

く盛り上がりました。 
 
出演バンドは以下のとおりです。 

1. Black Fox 
2. 遊歌雀 
3. Can't Fly Fish 
4. S&Z 
5. おじゅっさん 
6. Obit 
7. SEMI;COLON 
8. レジェンド 

 
では、当日の様子を出演順にご紹介します。 

 
Black Fox 

 
念願の初ライブおめでとう！選曲もヒット曲ば

かりで親しみを感じました。そのまま学園祭がで

きそうなほど堂々としてたね、見た目がビジュア

ル系なのに三枚目のMC、とても楽しかったよ！ 
PS. Tシャツもカッコイイ!!＼(^o^)／ 
 
 

 

遊歌雀 

 
どんな楽器も器用にこなす遊歌雀。音楽好きのお

二人の雰囲気が開場全体を和ませてくれました。

選曲のユニークさも天下一品です(^_-)-☆ 
 
Can’t Fly Fish 

 
「キャンフラ」はもうライブにも慣れ今回は自信

に満ちあふれていましたね、ちまたのウワサでは、

ファンもかなり増えたとか・・・!? 演奏も安定
し力強さを感じました!! 
 
S&Z 

 
数々の名曲を美しいハーモニーで聴かせてくれ

る本格派のお二人、今回もメッチャ②ステキでし

た。S&Zはやっぱり渋い! 



おじゅっさん 

 
歌もいいけど顔のほうがもっといい!? K～音に
またひとり笑いのとれるエンターテイナーが生

まれました、今後ともよろしくお願いいたします。 
合掌 

PS. K～音ライブでは袈裟を着てのお説教も OK
よ(^_-)-☆ 
 
Obit 

 
ギャルバンドのカリスマ☆今回は高校生二人を

したがえてのセッション版 OBIT、いつもとはま
た違ったサウンドで楽しませてくれました。ヴォ

ーカルの歌にいつもパワーをいただいてます(^_^)v 
 
 

 

SEMI;COLON 

 
さすがのセミコロン(^_^)v余裕を感じます。いつ
もライブを盛り上げてくれてありがとう！個々

の技術の向上も目ざましく今回も聴き入ってし

まいました(^^♪ 
 
LEGEND 

 
うまい！メンバーのカッコ良さもヤバイぐらい。

今回も飛び切りのサウンドに感動しました。でも、

突然の解散宣言は寂しすぎるヨ・・・(T_T) 
PS. それぞれの音楽活動、大いに期待しています。 
 
 
今回は、おかあちゃん②が感動のコメントを書きまし

た。 

Awaji K～音 副会長コンビ H & T 

 
 
 
 

今回、第３回ライブ in サンシャインに

際し、会員の岩城様よりお心付けを頂戴い

たしましたことを、ご報告いたします。 

ありがとうございました。 



バンド紹介 
SEMI;COLON 

 
  
 

 

、

少年の主張のアトラクシ

ています。 
左から

 

 

 

 

 

 

私たち、SEMI;COLONは、昨年の６
月に結成したガールズバンドです。メン

バーは、全員東浦中学校の３年生です。

毎週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。 
みんな高校受験を控えているので、あ

まり余裕はありませんが、練習日にはみ

んなでワイワイ言いながら思いっきり楽

しんでいます。 
今は有名なヒット曲のコピーを中心に

練習しています。メンバーそれぞれに好

きなアーティストは違いますが、演奏し

ていて楽しい曲、聴いてくれる人に楽し
んでもらえる曲を、みんな

で話し合って選んでいま

す。いつかはオリジナル曲

も作ってみたいと思って

います。 
これまでサンシャイン

ホールでのライブや、淡路

文化会館の「いざなぎの丘

フェスティバル」、地域の

学童保育のクリスマス会

洲本市文化体育館での青
 戎なつめ なつめ Gt. 戎 真帆 Bs. 

中瀬瑞彩 Ds. 黒田萌水 Vo. 

Gt. 戎 真帆 Bs. 

中瀬瑞彩 Ds. 黒田萌水 Vo. 
ョンなどに出演してきました。最初はとて

も緊張しましたが、少しずつ大勢の人の前

で演奏するのが楽しくなってきました。演

奏を聴いてくれた人たちの手拍子や声援

が、とても嬉しいです。メンバーみんなが、

どんどんライブが好きになり、今では機会

があればいろんなところで演奏したいと

思っています。 
 これから高校受験に向けて勉強も大変

になってきますが、楽しみながら、少しず

つでもバンド活動を続けて行きたいと思

います。そしてメンバーそれぞれが別々の

高校に進学しても、できれば今のメンバー

でバンドを続けていけたらいいなと思っ
治井さくら Gt. 中来田沙希 Key. 

 
治井さくら Gt. 中来田沙希 Key. 
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