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２０１４年
２０１４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

おかげ様で２周年！！
ご来店いただきましたすべての皆様に
心から感謝申し上げます。 そして、
３年目のLOKAもどうぞよろしくお願い致します！

ABCsapporoﾌ
ﾌﾟﾚｾﾞ
ABCsapporo
ﾚｾﾞﾝﾂ
東日本大震災復興支援

LOKAオープン
オープン２
LOKA
オープン２周年記念２
周年記念２DAYS

バンドネオン演奏会
バンドネオン
演奏会

チャリティーライブ
1日（土）13時～・15時～（入替）

２１日（金）１４：００～
バンドネオニスタ 仁詩（ひとし）
たまみ（vln.) 中島弘恵（pf.)
Kibana(acco.) from El Puente
東京よりバンドネオン奏者がLOKA
へ！バンドネオンの生演奏をたっぷ
りと！！￥２，０００（１ドリンク付）

８日（土）

１４：００～

１４：００～たのレレ（ｳｸﾚﾚと唄）
やすこ＆長野明＆ｳｸﾚﾚ仲間
ギター、ドラム、ベース、サックス、アコーディオ
ンの生バンドで歌っていただく歌声カフェスペ
シャルです！！ マジックのコーナーも！

１５：３０～ 森川鈴子（ｶﾝﾃﾚ）
互久楽（鼻笛）
１７：００～ ミュゼットライブ

￥１，５００（１ドリンク付） ご予約ください。

1日（土）1７：３０開場１８：００開演

村木伸嘉＆kibana

９日（日）

歌声カフェ
歌声カフェ
Acco.:kibana Cb.:竹内 聖 Vn.:たまみ
Pf.:中島弘恵 Vo.:梅沢一子

１日（土） 午後１時～

１３：００～

１３：００～ Saki (多声類
シンガーソングライター）
１５：００～ 山口ｱｺｰｽﾃｨｯｸG

午後３時～（入替）
￥２，０００（１ドリンク付）
１７：００～ すずきゆい（ﾋﾟｱﾉ
弾き語りｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ）

2周年記念スペシャル

２日（日）13時～15時

「生バンドで歌声カフェ」

￥５００＋要１ｵｰﾀﾞｰ（入替制）

１３日（木） 午後２時～
（ｹﾞｽﾄ okuma）

LOKAの教室やマンスリーイベント参加者の
みなさんによる音楽祭です！

LOKAスクラッチ
スクラッチ教室
LOKA
スクラッチ
教室
春休みの
みの巻
「春休
みの
巻」

No Charge ＋ 要１オーダー
２７日（木）１４：００～

２６日（水）

２日（日）15時３０分～

午後２時～

スクラッチ画を体験してみませ
んか？ 講師 YOU
￥５００／枚 ＋要１オーダー
汚れても構わない服装で！

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ演奏 kibana
参加料 ￥８００＋要１オーダー

No Charge ＋ 要１オーダー
習いたい方、教えたい方、出たい方
○アコーディオン教室
アコーディオン教室

募集中です！

講師

kibana

○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：門田佳正

(詳しくは店内チラシをご覧下さい）

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）
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１・３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）

○ウクレレ教室
ウクレレ教室

第１・３水曜日

講師

池田雅彦

（グループのみ）

○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

１０：００～

講師

第１・３火曜日 １６：００～

○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
マジック講座

第１・３金曜日

○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

遠藤隆子・山口清秀（個人・２人１組ｱﾘ）

講師

湯浅輝子（個人のみ）

１４：００～（グループのみ）

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。
○発表会・セミナー・講演会・各種教室・練習・月例会等のご利用はお気軽にご相談くださいませ。

♪ ＬＯＫＡの
ＬＯＫＡのカレンダー ３月 ♪
１日（土）

LOKA２周年記念スペシャル 生バンドで歌声カフェ

詳細裏面

2周年記念スペシャル El Puente(ｴﾙ･ﾌﾟｴﾝﾃ）タンゴライブ 詳細裏面

〃
２日（日）

レコード鑑賞会

Ｎo charge ＋要１ｵｰﾀﾞｰ

１３：００～・１５：００～ 入替制
１７：３０ 開場 １８：００開演
１０：００～１２：００ 毎週日曜日

〃

LOKA２周年記念 街角ライブスペシャル 詳細は裏面をご覧ください

１３：００～１５：００

〃

LOKAチーム対抗トランプ大会

１５：３０～

詳細裏面をご覧ください

４日（火）

湯浅輝子 ヴォーカル教室

１６：００～ 第１・３火曜日

５日（水）

ウクレレ教室

１０：００～１２：００ 第１・３水曜日

〃

講師 池田雅彦

ベルカント声楽教室

講師 遠藤隆子 山口清秀

１７：００～２１：００ 第１・３水曜日

６日（木）

秋桜組 合唱練習

１５：００～１７：００

７日（金）

マー爺ちゃんの楽しいマジック講座

８日（土）

東日本大震災復興支援チャリティーライブ

詳細裏面をご覧下さい

１４：００～１８：００

９日（日）

東日本大震災復興支援チャリティーライブ

詳細裏面をご覧下さい

１３：００～１８：００

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

１５：００～１６：３０

１３日（木）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏

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

１５日（土）

円山おやじのフォーク三昧 ようじ＆くまじ他

１６日（日）

ピアノサロン ￥１，０００（ドリンク、ケーキ付き）

１３：００～１５：００

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水曜日

２１日（金）

LOKAバンドネオンライブ ￥２，０００（１ドリンク付）裏面をご覧ください

１４：００～１５：３０

２５日（火）

ＬＯＫＡリメイクハッピーキャンドル倶楽部 参加料無料

１６：００～２１：００ 毎月第４火曜

２６日（水）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏

２７日（木）

LOKAスクラッチ教室「春休みの巻」 YOU ￥５００／枚＋要１ｵｰﾀﾞｰ

１４：００～１７：００

２９日（土）

互久楽 鼻笛ワークショップ 楽器貸出します

１４：００～１６：００

￥１，０００（１ドリンク付）

kibana ゲスト：okuma

kibana

￥８００＋要１オーダー

No Charge + 要１ｵｰﾀﾞｰ

￥８００＋要１オーダー

￥１，０００（１ﾄﾞﾘﾝｸ付

１４；００～１５：００ 第１・３金曜日

１４：００～１５：３０
１４：００～１５：００
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
コーヒー
紅茶（各種）

￥６５０
￥４００
￥４００

クランベリーティー

￥４００

ホットカルピス
ハーブティ

カフェオレ
ココア

￥４００
￥４００

チャイ
￥４００
￥４００
￥４００
トマトジュース
￥４００ （リラックス、のどすっきり、鼻すっきり、目すっきり 等）

ビール、ワイン、酎ハイ、ハイボールなど

お通し付 各￥５００

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
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
～日暮れまで
営業時間１１:00
１１
日暮れまで

月 定休

