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〒064-0821
札幌市中央区北１条西２８丁目2-18

tel 011-614-5888
ライブ・カフェ ＬＯＫＡ へようこそ♪
ジャズ、タンゴ、島唄、フォーク、カンテレ
など・・・秋にむかってもまだまだ熱い
ＬＯＫＡのライブをお楽しみに！！

TANGO PASION
情熱の
情熱のﾀﾝｺﾞ
ﾀﾝｺﾞｺﾝｻｰﾄ

nora & kiccories Live

ACOUSTIC BEAUTIFUL SONGS

９／２１（
２１（金）
１８：３０開場 １９：００開演

９／２２（
２２（土） 17：00 open 17:30 start ￥１，５００（１dr付）

ﾎｾ･ｴﾙﾅﾝ･ｼﾋﾞﾙｽ（ピアノ）
ボーカル、のこぎり、ギター、バイオリンというユニークな編成で札幌を中心
に全国でも活動中の キッコリーズ と、東京で活躍するシンガーソングライ
ターの nora によるほんわか楽しいアコースティックライブです！

円山おやじの
おやじのフォーク
円山
おやじのフォーク三昧
フォーク三昧

９／１５（
１５（土）１４：００～

いっしょに歌ったり、いっしょに弾いたり・・・自由参加型のライブです。
楽器・譜面持込歓迎です！青春の思い出がよみがえる～
土曜の午後はフォーク三昧！出演：吉田ようじ他
No Charge + 要１ドリンク

歌声カフェ
９月の歌声
カフェ

水野慎太郎 （ヴァイオリン）
瀬尾高志 （コントラバス）
Charge ￥２，５００＋要１オーダー
欧州で活躍する鬼才ピアニスト ホセ・エル
ナン・シビルスと、本場アルゼンチンで技術
と感性を磨いた気鋭タンゴヴァイオリニスト
水野慎太郎による初のツアーがＬＯＫＡに
登場！！古典から現代までタンゴﾞ珠玉の
名曲をお届けします。札幌のコントラバス
奏者、全国各地で活躍中の瀬尾高志が
北海道公演のみ参加！！

９／ １ （土） 午後２時～
９／１３ （木） 午後２時～

唄声（
唄声（うたぐぃ）
うたぐぃ）とぅ
弦の音（ちるぬに
ちるぬにー
ー）

童謡・唱歌を歌う会 ｹﾞｽﾄ：okuma

９／２１ （金） 午後２時～
９／２９ (土) １９：００ ～
９／２６ （水） 午後２時～
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ演奏 kibana

沖縄民謡三線教室・札幌島唄の会主宰
小林正樹さんの月例沖縄島唄ライブ

参加料￥８００＋要１オーダー

charge ￥１５００(1ドリンク付)
沖縄民謡・三線教室開催決定！

習いたい方
をご覧下さい
覧下さい）
さい）
たい方 募集中です
募集中です！
です！ (詳しくは店内
しくは店内チラシ
店内チラシをご
チラシをご覧下
いたい方、教えたい方
えたい方、出たい方
○沖縄民謡三線教室

第１・３月曜日 １６：００～ （グループ・個人あり） 講師 小林正樹

○フルート教室
フルート教室

講師 大島さゆり レッスン日等ご相談下さい

○アコーディオン教室
アコーディオン教室

隔週月曜日１３：００～

○フランス語
フランス語で歌うシャンソン教室
シャンソン教室

第２金曜日１４：００～：名曲鑑賞会（グループのみ）

講師：門田佳正

第４金曜日１４：００～：レッスン（グループのみ）

講師 kibana レッスン日等ご相談下さい。（グループ・個人あり）

○ピアノ・
ピアノ・キーボード教室
キーボード教室
○堀ひろこ シャンソン教室
シャンソン教室
○ベルカント声楽教室
ベルカント声楽教室

講師 kibana （グループ・個人あり）

レッスン日等ご相談下さい

金曜日１７：００～ 講師 遠藤隆子・山口清秀（個人・２人１組ｱﾘ 要予約）

○アラフォーのための
アラフォーのためのＪＡＺＺ
のためのＪＡＺＺ入門
ＪＡＺＺ入門

講師 澤田真希 開催日相談の上 （グループ）

フォーク三昧
○街角ライブ
三昧 土日の１４時～ 出演者大募集！
街角ライブ、
ライブ、円山おやじの
円山おやじのフォーク
おやじのフォーク
○ピアノなどの発表会やセミナー・講演会の開催も募集中です！
○歌い手さん向けサービス（キーあわせ、オリジナル曲の採譜など）行っています。
○各種教室・練習・月例会等にご利用いただける方、お気軽にご相談くださいませ。

♪ ＬＯＫＡの
ＬＯＫＡのカレンダー ９月 ♪
１日（土）

歌声カフェＬＯＫＡ

￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

２日（日）

獣医師によるペット講座＆ミニ相談室 皆上まゆ子 ￥7００＋要１オーダー 個別￥３００

１３：００～

３日（月）

アコーディオン教室 （kibana)

１３：００～ 隔週月曜日

５日（水）

ピアノ生伴奏で歌いませんか？ 歌う方￥２，０００＋要１ｵｰﾀﾞｰ（チラシをご覧下さい

１５：００～１６；３０

６日（木）

秋桜組 合唱練習

１５：００～

７日（金）

ベルカント声楽教室

講師：遠藤隆子 山口清秀 要予約

１７：００～ 毎週金曜日

１０日（月）

アコーディオン教室 （kibana)

１２日（水）

Kibanaアコーディオンソロライブ

１３日（木）

歌声カフェＬＯＫＡ 童謡・唱歌を歌う会 ｹﾞｽﾄokuma ￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

沖縄民謡教室 無料体験 講師：札幌島唄の会主宰 小林正樹 要予約

１６：００～

１４日（金）

シャンソン名曲鑑賞会 講師：門田佳正 ￥１，０００＋要１オーダー

１４：００～１５：００

１５日（土）

円山おやじのフォーク三昧 吉田ようじ ほか Ｎo charge ＋ 要１ｵｰﾀﾞｰ

１４：００～

１６日（日）

典真君お帰りなさいライブ ｻｯｸｽ：杉本典真 ﾋﾟｱﾉ：kibana ￥２，０００（１dr付）

１４：００~

１７日（月）

アコーディオン教室 発表会

１９日（水）

ぬはり短歌会 月例会 （ご見学・ご参加可能です）

１３：００～１５：００ 毎月第３水曜

２０日（木）

あらひろこカンテレライブ

１５：００～１６：００

２１日（金）

歌声カフェＬＯＫＡ

〃

〃
２２日（土）
〃

２６日（水）
〃

１３：００～ 隔週月曜日
￥１，０００＋要１オーダー

１５：００～１６：００

￥２，０００ ワンドリンク付

￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

ＴＡＮＧＯ ＰＡＳＩＯＮ コンサート \２，５００＋要１オーダー （詳細裏面にて）
中村芙美ジャズライブ

guitar 志藤 奨 ￥２，０００＋要１オーダー

１８：３０開場 １９：００開演
１４：００～１５：００

Nora ＆ ｷｯｺﾘｰｽﾞ ライブ ￥１，５００（１ドリンク付） vocal:nora
ｷｯｺﾘｰｽﾞ（カポウ：うた・のこぎり・ウクレレ、池田靖司：ギター・コーラス、鈴木裕：バイオリン、ギター）

１７：００開場 １７：３０開演

歌声カフェＬＯＫＡ

１４：００～１５：３０

￥８００＋要１オーダー

フランス語で歌うシャンソンＮＨＫ教室 発表会

１６：００～１７：３０

２７日（木）

ＬＯＫＡタンゴライブ ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ：kibana

￥１，０００＋要１オーダー

１５：００～１６：００

２８日（金）

フランス語で歌うシャンソン教室 講師：門田佳正 ￥２，０００＋要１オーダー

１４：００～１５：００

２９日（土）

唄声（うたぐぃ）とぅ 弦の音（ちるぬにー） 札幌島唄の会主宰小林正樹￥１，５００（１dr付）

１９：００～２０：００

３０日(日）

ジャズトリオライブ 志藤奨（gt.) 本山禎朗(pf)小山智之(b) charge ￥１５００(1dr)

１４：００～１５：００

♪ LOKAの
のカフェメニューのご
カフェメニューのご案内
のご案内 ♪
ランチ・
ランチ・軽食メニュー
軽食メニュー

ＬＯＫＡプレート （スウェーデン風スペシャルプレート） ￥８００
スープ、サラダ、パンorクネッケ付
ホットサンドセット（３種、スープ、ミニサラダ付）

オーナーkibana が住んでいるのは石狩郡当別町
石狩郡当別町。
石狩郡当別町
ここはスウェーデン・レクサンド市と姉妹都市です。
気候も暮らしぶりも似ている北欧の国々のこと、ご
紹介できたらいいなと思います。店内には北欧の雑
貨や絵本、食品など商品や展示品がいっぱい！

￥５００

（各メニュー＋￥１５０でドリンク付、更に＋￥１５０でミニデザート付に）
カフェメニュー

ケーキセット ￥６５０（香聡庵さんのケーキ、大好評です！）
コーヒー
￥４００
トマトジュース
￥４００
ﾌﾚｰﾊﾞｰﾃｨ
￥４００
にんじんジュース
￥４００
しそドリンク
￥５００
お酢ドリンク
￥５００ など
ハーブティ
￥４００（次の４種類からお選び下さい）
リラックスブレンド、のどすっきり、鼻すっきり、目すっきり
ビール、ワイン、酎ハイ お通し付 各￥５００

〒064-0821

webサイト
webサイト
ﾌﾞﾛｸﾞ
ﾛｸﾞ

http://loka.chips.jp
http://loka.chips.jp

札幌市中央区北1条西２８丁目2-18

円山ＬＯＫＡ
円山ＬＯＫＡ → 検 索

tel 011-614-5888
090-7512-6027
e-mail ; kibanaloka@gmail.com

営業時間11:00
～日暮れまで
営業時間
日暮れまで

月・火 定休

