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ＬＯ
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２０１３年
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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♪
今年も芸術の秋がやってまいります
新しい楽器や歌にチャレンジしてみませんか？！
ＬＯＫＡの各教室で体験レッスン募集中です！
沖縄＆
沖縄＆ハワイ

小林正樹

ＬＯＫＡ

歌声カフェ
９月の歌声カフェ

アイランドソングスライブ

キャンドルナイト
１５日（日）１５：００～
３日（火）午後２時～
（童謡・唱歌を歌う会
ゲスト okuma）

２０日（日）１８：３０～

１２日（木）午後２時～

LOKAキャンドルナイトvol.2
￥１，５００（１ドリンク付）
出演 成田真由美（馬頭琴）
よこたにかずみ（唄とカンテレ）
たまみ（フィドル）

三線・ウクレレ・唄
心躍る南の島の音楽
じっくり聴いたり
踊ったり♪

電気を消してスローな夜を！
キャンドルのあたたかい光の中、
秋の夜の音楽を楽しみましょう！

１７日（火）午後６時３０～
（夜の歌声LOKA懐メロ会）

小林正樹

￥１，５００（１dr付）

する会
室内楽を
を愛する
会（仮）
室内楽
kibana（アコーディオン）

２５日（水）午後２時～

２６日（木）１９：００～
１曲ずつの丁寧な解説や、見て

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ演奏 kibana
聴いて楽しめる工夫がいっぱい！

参加料￥８００＋要１オーダー
クラシックになじみのない方や
幅広い年代の皆様にオススメの
若さ溢れる室内楽ライブです！

出演
池尻 健（sax.・cl.)
大塚郁枝(pf.) 迫 慎也(sax.)
中嶋 翔(tp.) 佐久間有里(pf.)

投げ銭 ＋ 要１オーダー

習いたい方、教えたい方、出たい方
○湯浅輝子ヴォーカル
ヴォーカル教室
湯浅輝子ヴォーカル
教室

募集中です！

第１・３火曜日 １６：００～

○マー爺
マー爺ちゃんの楽
ちゃんの楽しいマジック
しいマジック講座
マジック講座
○アコーディオン教室
アコーディオン教室

(詳しくは店内チラシをご覧下さい）

講師

第２・４火曜日

講師

湯浅輝子（個人のみ）

１６：００～

（グループのみ）

kibana レッスン日等ご相談下さい。（個人のみ）

○フランス
フランス語
シャンソン教室
語で歌うシャンソン教室

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）
○ベルカント声楽教室
ベルカント声楽教室

第2･3･4水曜日

１７：００～

○沖縄民謡三線教室

第１・３金曜日

１６：３０～

講師 小林正樹

（グループ・個人あり）

○ウクレレ
ウクレレ教室
教室

第１・３水曜日

１０：００～

講師 池田雅彦

（グループのみ）

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

講師

遠藤隆子・山口清秀（個人・２人１組ｱﾘ）

土・日・祝日の午後

出演者大募集！

○歌い手さん向
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。
○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！
○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（日）

楽歌狼藉 よしだようじ＆谷仁ライブ Ｎo Charge + 要１オーダー

１５：００～１６：３０

３日（火）

歌声カフェＬＯＫＡ 童謡・唱歌を歌う会

１４：００～１５：３０

〃

￥８００＋要１オーダー

湯浅輝子 ヴォーカル教室

１６：００～ 第１・３火曜日

４日（水）

ウクレレ教室

１０：００～１２：００ 第１・３水曜日

５日（木）

秋桜組 合唱練習

６日（金）

沖縄民謡三線教室

８日（日）

カフェ営業は終日休ませていただきます

講師 池田雅彦

１５：００～１７：００
講師 小林正樹

１６：３０～ 第１・３金曜日

１０日（火）

マー爺ちゃんの楽しいマジック講座

１１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

１５：００～１６：３０

ベルカント声楽教室

１７：００～２１：００ 第２・３・４水曜

〃

￥１，０００（１ドリンク付）

講師 遠藤隆子 山口清秀

１２日（木）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

１３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日（土）

土曜の午後のおじさまｾｯｼｮﾝ

￥８００＋要１オーダー

Ｎo charge ＋要１ｵｰﾀﾞｰ

１６；００～ 第２・４火曜日

１４：００～１５：３０
１４：００～１５：００
１３：００～１５：００

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

１５日（日）

￥１，５００（１drつき）

１５：００～１６：００

伴奏：kibana ￥８００＋要１オーダー

１８：３０～２０：００

小林正樹 アイランドソングスライブ

１７日（火）

夜のうたごえ LOKA懐メロ会

１８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水曜日

１９日（木）

マンスリーカンテレライブ

１５：００～１６：００

２０日（金）

カフェ営業は休ませていただきます。 １８：００～キャンドルナイト

〃

ＬＯＫＡキャンドルナイト

詳細は後日ご案内します

詳細は裏面をご覧下さい ￥１，５００（１ﾄﾞﾘﾝｸ付
No Charge + 要１ｵｰﾀﾞｰ

１８：００ open １８：３０ start

２１日（土）

円山おやじのフォーク三昧 ようじ＆くまじ他

２２日（日）

アコーディオン発表会

２５日（水）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

２６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

室内楽を愛する会（仮） 投げ銭+要１オーダー 詳細は裏面をご覧下さい

１９：００～２０：３０

２7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

２８日（土）

カフェ営業は終日休ませていただきます

２９日（日）

LOKAアコーディオンサロン 演奏者￥９００（１dr付） 聴く方 要ｵｰﾀﾞｰのみ

１４：００～１５：３０

ABC街角ライブ 詳細は後日ご案内します No Charge+要１オーダー

１６：００～１７：００

〃

〃

￥８００＋要１オーダー

１４：００～１６：００

１４：００～１５：３０

♪ 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 ♪
ケーキセット ￥６５０
￥６５０ （大好評！香聡庵さんのケーキ、週替りです）
トマトジュース
ビール ￥５００（お通付）
コーヒー
￥４００
￥４００
紅茶（各種） ￥４００
レモンスカッシュ ￥４００
ワイン
￥５００（お通付）
ハーブティー ￥４００ 大人気のハーブティーが５種類になりました！！
◇リラックス ◇のどすっきり ◇鼻すっきり ◇目すっきり ◇ハイブッシュ

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
札幌市中央区北1条西２８丁目2-18

webサイト
webサイト
ﾌﾞﾛｸﾞ
ﾛｸﾞ

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

