ＫＡ
ＬＯ
り
だよ

２０１３年
２０１３年

Vol.２０
２０

〒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♪
街が色づきはじめる１０月、
ＬＯＫＡでは各種新企画がスタート！
あなたの秋冬を豊かに彩ります。

ﾌｧｰｽﾄｱﾙﾊﾞ
ﾌｧｰｽﾄｱﾙﾊﾞﾑ全国発売記念

遠藤雅美 ライブ

Chanson Ｔｒｏｉｓ
（シャンソン
シャンソン・・トロワ
トロワ））
３０日（水）１６：００～１７：３０
出演：菅 裕子
梅沢一子 門田佳正
ピアノ：高橋むつみ 平岡健一

ヨーロッパ
民族音楽史セミナー
セミナー
民族音楽史

２０日(日)１４：３０open １５：００start

８日（火）１４：００～１５：３０
ヨーロッパに伝わる民族音楽の原点
を歴史・民族・社会・言語・地理・宗教
から知ろうというセミナーです。

畔田俊彦（くろだとしひこ）
全１０回 毎月第２・４火曜日

講師

￥２，０００（１ドリンク付）
コンサート（ソロ）の経験者さんと
未経験者さんが一緒に行なうス
テージです。
Ｔｒｏｉｓ＝３
３人の歌い手が登場します。

１０月
歌声カフェ
１０
月の歌声カフェ
１日（火）午後２時～
（童謡・唱歌を歌う会
ゲスト okuma）
１０日（木）午後２時～

vo.：遠藤雅美 pf.：中島弘恵
札幌出身、現在全国各地でライブ活動
中のシンガーソングライター遠藤雅美、
“新しいサウンド、懐かしい気持ち”
ジャズやポップスのカバーでも評価の
高い彼女の魅力をライブで！

￥２，５００ + 要１オーダー

第１回 ８日（火）
・ヨーロッパ民族音楽と歴史
第２回 ２２日（火）
・イタリア民族音楽史
セミナー費用 ￥２，０００ （９０分）
（資料代込み １回の料金）

Ｇａｍｅ Music Cafe

まるおん (円山音楽祭）
円山音楽祭）
アーカイブ ライブ
５日（土） １６：００～
まるおんＬＯＫＡ会場に今まで出演し
てくださったバンドのアーカイブ・ライ
ブです。（毎月第１土曜日）
Ｖｏｌ．１の出演は・・・

根森公隆

小島孝通バンド

Ｎｏ Ｃｈａｒｇｅ + 要１オーダー

１９日（土） １７：００～
１８日（金）午後６時３０～
ゲーム音楽の、アコースティックライブ
（夜の歌声LOKA懐メロ会）
Ｖｏｌ．１の出演：

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ演奏

kibana

投げ銭 + 要１オーダー

参加料￥８００＋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
湯浅輝子ヴォーカル教室
ヴォーカル教室

募集中です！

第１・３火曜日

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

講師

(詳しくは店内チラシをご覧下さい）

１６：００～

第１・３金曜日
kibana

シャンソン教室
○フランス語
教室
フランス語で歌うシャンソン

２０日（日）１３：００～１４：００
憧れの曲をピアノで！仲間と練習を
楽しむゆる～いサロンです。
￥１，０００（１ﾄﾞﾘﾝｸ・ｹｰｷ付）
（お聴きになる方 要１ｵｰﾀﾞｰのみ）

森川鈴子 ＬＶ．５
コロポックリ

２３日（水）午後２時～

ピアノ・
ピアノ・サロン

講師

湯浅輝子（個人のみ）

１４：００～（グループのみ）曜日変更しています

レッスン日等ご相談下さい。（個人のみ）

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・4水曜日

○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）

○ウクレレ教室
ウクレレ教室

第１・３水曜日

１０：００～

講師

池田雅彦

（グループのみ）

１７：００～

○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
さん向
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 １０月
１０月 ♪
１日（火）
〃

歌声カフェＬＯＫＡ 童謡・唱歌を歌う会

￥８００＋要１オーダー

１４：００～１５：３０

湯浅輝子 ヴォーカル教室

１６：００～ 第１・３火曜日

２日（水）

ウクレレ教室

１０：００～１２：００ 第１・３水曜日

３日（木）

秋桜組 合唱練習

４日（金）

マー爺ちゃんの楽しいマジック講座

〃

講師 池田雅彦

沖縄民謡三線教室

５日（土）
〃

１５：００～１７：００
￥１，０００（１ドリンク付）

講師 小林正樹

１４；００～ 第１・３金曜日
１６：３０～ 第１・３金曜日

中村芙美ジャズライブ vo:中村芙美 g:志藤奨 fl:磯田希久美￥１，５００（１dr付）

１４：００～１５：００

まるおんアーカイブライブ Ｎo charge ＋要１ｵｰﾀﾞｰ 詳細は裏面に

１６：００～１７：３０

６日（日）

ピアノ発表会 （貸切のためカフェ営業は終日休ませていただきます）

８日（火）

ヨーロッパ民族音楽史セミナー 第１回 詳細は裏面をご覧ください

１４：００～１５：３０

９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・４水曜日

〃

講師 遠藤隆子 山口清秀

１０日（木）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

１１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

１２日（土）

土曜の午後のおじさまｾｯｼｮﾝ

土曜ゲーム部

〃

￥８００＋要１オーダー

Ｎo charge ＋要１ｵｰﾀﾞｰ

LOSANGELS

Ｎo charge ＋要１ｵｰﾀﾞｰ

１４：００～１５：３０
１４：００～１５：００
１３：００～１５：００
１５：００～

１３日（日）

カフェ営業は休ませていただきます。

１５日（火）

カフェ営業は休ませていただきます。

１６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

１７日（木）

あらひろこ マンスリーカンテレライブ

１５：００～１６：００

１８日（金）

夜のうたごえ LOKA懐メロ会

１９日（土）

円山おやじのフォーク三昧 ようじ＆くまじ他

〃

￥２，０００（１ドリンク付）

伴奏：kibana ￥８００＋要１オーダー
No Charge + 要１ｵｰﾀﾞｰ

１８：３０～２０：００
１４：００～１６：００

ゲームミュージックカフェvol.1 投げ銭＋要１オーダー 詳細は裏面に

１７：００～

ピアノサロン ￥１，０００（１ドリンク・ケーキ付）お聴きになる方 要１オーダーのみ

１３：００～１４：００

遠藤雅美 ライブ vo.遠藤雅美 ｐｆ.中島弘恵 ￥２，５００+要１オーダー

１４：３０ open １５：００ start

２２日（火）

ヨーロッパ民族音楽史セミナー 第２回 詳細は裏面をご覧ください

１４：００～１５：３０

２３日（水）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

１４：００～１５：３０

２４日（木）

Kibanaアコーディオンソロライブ ￥１，０００＋要１オーダー

２６日（土）

カフェ営業は終日休ませていただきます

２７日（日）

すみれカルテット ライブ vo.相澤すみれ gt.志藤 奨 tb.菅原しょうじ
カホン 藤坂瑞己 ￥１，５００（１ドリンク付）

１４：００～１５：００

〃

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

Ｃｈａｎｓｏｎ Ｔｒｏｉｓ（シャンソン・トロワ） ￥２，０００（１ドリンク付）

１６：００～１７：００ 詳細は裏面に

２０日（日）
〃

３０日（水）

￥８００＋要１オーダー

１５：００～１６：００

♪ 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
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
紅茶各種
￥４００
レモンスカッシュ
￥４００
ハーブティ
￥４００ （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）
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
１:00 ～日暮れまで
日暮れまで 月 定休

