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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♪
次第に盛り上がるクリスマス気分♪
今年はどう過ごそうかなあ・・・？
そんなあなたの１２月を今年はLOKAが彩ります！

LOKA クリスマス

午後の
土曜の
の午後
の
土曜

島唄ライブ
小林正樹 島唄
ライブ

おじさまジャズセッション
おじさまジャズセッション

キャンドルナイト♪
♪
キャンドルナイト
１２／８（土）１３：００～

１２／２（日）１５：００～
１２／２０（木） １９：００～
カンテレ
あらひろこ
オルゴール さわだかよ
歌
はらみずほ

札幌島唄の会主宰、LOKA沖縄
民謡三線教室講師の小林正樹
マンスリー島唄ライブです。

LOKAオリジナルジャズユニット
Losangeles(ロスアンゼルス）の
やさしいジャズメンのおじさま達に
kibanaのアコーディオンが参加！

LOKAのクリスマスはキャンドルナイト♪
冬の円山の夜、カンテレ・オルゴールの
音色を、そしてlokaエコキャンドル製作
者はらみずほさんの即興の歌をお楽し
みください。

島唄を聴いて心は海へ沖縄へ！
Charge ￥１，５００（１ドリンク付）

１２月
歌声カフェ
１２
月の歌声
カフェ

加藤美浩（ｃｌ） 中山啓司（ｂ）
別島 哲（ｄｒ） kibana(acco)

No charge + 要１オーダー

Charge ￥２，０００（１ドリンク付）

１２／ １ （土） 午後２時～

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

うたごえシャンソン
うたごえ
シャンソン♪

１２／ ６ （木） 午後７時～
（夜のうたごえ LOKA懐メロ会）

１２／１５（土）１６：００～
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～！
出演：
ようじ＆くまじ他
No Charge + 要１ドリンク

１２／７（金）１４：００～１５：３０
１２／１３ （木） 午後２時～
（童謡・唱歌を歌う会 ｹﾞｽﾄ okuma）

なんとなーく聴いたことのあるメロ
シャンソン
ディ♪日本でもおなじみのシャンソン
やフレンチ
フレンチ・
フレンチ・ポップス・
ポップス・カンツォーネに
カンツォーネ
はステキな歌がいっぱい！みんなで
一緒に歌ってみませんか？！

１２／２１ （金） 午後２時～
１２／２６ （水） 午後２時～
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ演奏 kibana
参加料￥８００＋要１オーダー

参加料 ￥８００＋要１オーダー

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

第１・３月曜日 １６：００～

○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

第１・３月曜日 １３：００～

○フランス語
シャンソン教室
フランス語で歌うシャンソン教室

講師 kibana （グループ・個人あり）

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
シャンソン教室
教室
○ベルカント声楽教室
ベルカント声楽教室

講師 小林正樹 （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
ＪＡＺＺ入門
のためのＪＡＺＺ入門

講師 澤田真希 開催日相談の上 （グループ）

街角ライブ、
円山おやじのフォーク
○街角ライブ
フォーク三昧
ライブ、円山おやじの
おやじのフォーク三昧

土・日・祝日の午後

出演者大募集！

○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 １２月
１２月 ♪
１日（土）
〃

歌声カフェＬＯＫＡ

￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

要予約

１６：００～１８：００

音楽と出会いを楽しむ会

２日（日）

小林正樹 島唄ライブ （札幌島唄の会主宰） ￥１，５００（１ドリンク付）

３日（月）

アコーディオン教室

講師 kibana

１３：００～ 第１・３月曜日

〃

沖縄民謡三線教室

講師 小林正樹

１６：００～ 第１・３月曜日

５日（水）

CHOR LOKA 練習日 ボイトレ：遠藤隆子 ￥２，０００（１ドリンク付）

１５；３０～１７：００

６日（木）

秋桜組 合唱練習

１５：００～１７：００

歌声カフェ 夜のうたごえ LOKA懐メロ会 ￥８００ ＋ 要１オーダー

１９：００～２０：３０

うたごえシャンソン♪ 伴奏：kibana ￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

嶋保子さんをしのぶ会 ｹﾞｽﾄ：今平光子 ﾋﾟｱﾉ：大和秀嗣 ￥４，０００ ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾝｸ

１９：００～２１：００ 要予約

土曜の午後のおじさまｾｯｼｮﾝ （詳細裏面） Ｎo charge ＋要１ｵｰﾀﾞｰ

１３：００～１５：００

音楽と出会いを楽しむ会 要予約

１９：００～２１：００

１２日（水）

生伴奏で歌いましょう ﾋﾟｱﾉ：田口秀治 歌う方￥２，０００＋要１オーダー

１６：００～１７：３０

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

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

ベルカント声楽教室

１７：００～２１：００ 毎週金曜日

〃
7日（金）
〃
８日（土）
〃

〃
１５日（土）
〃

講師：遠藤隆子 山口清秀 要予約

１５：００～１６：００

石尾真弓ピアノ教室 発表会＆ミニライブ ￥１，０００+要１オーダー

１３：００～１４：３０

No Charge + 要１ｵｰﾀﾞｰ

１６：００～１７：３０

円山おやじのフォーク三昧 ようじ＆くまじ他

１９日（水）

ぬはり短歌会 札幌支部月例会 （ご見学・ご参加可能です）

１３：００～１５：００ 毎月第３水曜

２０日（木）

LOKAキャンドルナイト♪ 裏面をご覧ください ￥２，０００（１ドリンク付）

１９：００～２１：００

２１日（金）

歌声カフェＬＯＫＡ

１４：００～１５：３０

２２日（土）

カフェ営業はお休みとさせていただきます

２３日（日）

カフェ営業はお休みとさせていただきます

２６日(木）

歌声カフェＬＯＫＡ

￥８００＋要１オーダー

￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

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

ＬＯＫＡプレート （スウェーデン風スペシャルプレート） ￥８００
そば粉のガレット

￥６００

じゃがいものガレット

ホットサンドセット ￥５００

￥６００

（各スープ、ミニサラダ付）

（各メニュー＋￥１５０でドリンク付、更に＋￥１５０でミニデザート付に）

＜年末年始営業のご案内＞
お正月三が
正月三が日 営業致します
営業致します！！
します！！
１２月３０、３１日 休ませていただきます。
１月１，２，３日 営業いたします。
１月 ４～７日 休ませていただきます。

※ ランチタイムは、１１：３０からライブイベント開始までとなります。
カフェメニュー

ケーキセット
￥６５０（週替わり、大好評 香聡庵さんのケーキです）
コーヒー
￥４００
トマトジュース
￥４００
フレーバーティ ￥４００
しそドリンク
￥５００
ココア
お酢ドリンク
￥４００
￥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

毎月のライブ・イベント・各種教室の情報、スケジュールは
ＬＯＫＡだより、ＷＥＢサイト、ブログでご覧くださいませ。
〒064-0821

webサイト
webサイト

http://loka.chips.jp
http://loka.chips.jp
札幌市中央区北1条西２８丁目2-18

ﾌﾞﾛｸﾞ
ﾛｸﾞ

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

