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デイ・ライブ・カフェ ＬＯＫＡ へようこそ♪
おかげさまで、この３月でオープン３周年を迎えます。
ひとえに、皆さまのおかげでございますm_ _m
これからも、どうぞＬＯＫＡをよろしくおねがいいたします。

tel 011-614-5888

ＬＯＫＡジャズヴォーカルセッション
ＬＯＫＡ
ジャズヴォーカルセッション
１１日
１１日（土） １４：
１４：００～
００～（毎月第２
毎月第２土曜）
土曜）
ＬＯＫＡの白いピアノで歌いませんか？
ピアノは山下泰司氏が担当します～
ジャズヴォーカル・楽器はなんでも。
セッションリーダー：山下泰司
楽譜をお持ちください

東日本大震災復興支援ライブ
東日本大震災復興支援ライブ
２５日
２５日（土） １４：
１４：００～
００～１６：
１６：００
おくま＆葉葉のおふたりによる、震災復興支援ライブ

歌う方（２曲）￥１５００
）￥１５００＋
１５００＋１オーダー

いつも、たくさんの方においでいただいております。
出演 おくま 葉葉
￥１０００＋
１０００＋１オーダー

ＬＯＫＡボードゲームサロン
ＬＯＫＡ
ボードゲームサロン
６日（月）～ 毎週月曜日
昼１３時
１３時～ 夜１８時
１８時～
ヨーロッパのボードゲームで遊びませんか？
いろんなタイプのゲームで遊べます。
最初の１時間は初心者タイム
初めての方もどうぞ～
各部 ￥１０００（
１０００（１ｄｒ） 夜はご予約
はご予約ください
予約ください

Rie&Yasu jazz live

今月の
歌声カフェ
今月
の歌声
カフェ
９日（木）午後２時～

１１日
１１日（土） １５：
１５：００～
００～１６：
１６：００
スタンダードなジャズナンバーを、
気軽にお楽しみいただけますー

２２日（水）午後２時～
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ伴奏 kibana

青木リエ（vo.) 山下泰司(piano)

参加料￥８００＋要１オーダー

￥投げ銭＋１オーダー

習いたい方、教えたい方、出たい方
○石尾真弓ボイストレーニング
石尾真弓ボイストレーニング教室
ボイストレーニング教室
○アコーディオン教室
アコーディオン教室

講師

募集中です！

(詳しくは店内チラシをご覧下さい）

第２・４火曜日 １６：００～
kibana

（グループ・個人あり）

レッスン日等ご相談下さい。（個人のみ）

○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）

○ウクレレ教室
ウクレレ教室

１０：００～

第１・３水曜日

○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

講師

第１・３火曜日 １６：００～

マー爺
しいマジック
マジック講座
○マー
爺ちゃんの楽
ちゃんの楽しい
マジック講座

第１・３金曜日

池田雅彦
講師

（グループのみ）

湯浅輝子（個人のみ）

１４：００～（グループのみ）

○円山おやじの
フォーク三昧
円山おやじのフォーク
おやじのフォーク三昧

毎月第３土曜

○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。

１４：００～

○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

♪ ＬＯＫＡの
ＬＯＫＡのカレンダー

４月

♪

１日（水）

ウクレレ教室

講師 池田雅彦

１０：００～１２：００ 第１・３水曜

１日（水）

ピアノサロン ￥８００（１ｄｒ）

１３：００～１５：００ 毎月第１水曜

２日（木）

秋桜組合唱練習

１５：３０～

マー爺ちゃんの楽しいマジック講座

３（金）
６・１３日
２０日・２７日
９日（木）

￥１０００（1dr）

１４：００～１３：００

ＬＯＫＡゲームサロン～世界のボードゲーム・カードゲームを体験！
昼の部 １３時－１８時 夜の部 １８時－２３時 各部￥１０００（１ｄｒ）

１３：００～２３：００ 毎週月曜
Ⅱ部は予約してください

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

１４：００～１５：３０

￥８００＋要１オーダー

１０日（金）

シャンソン名曲鑑賞会 講師：門田佳正 ￥１０００＋要オーダー

１４：００～１５：００ 毎月第２金曜

１１日（土）

ジャズボーカルセッション リーダー山下泰司￥１５００＋ｵｰﾀﾞﾞｰ

１４：００～

１１日（土）

Rie&Yasu jazz live 青木リエ（vo.） 山下泰司（p) 投げ銭＋１ｵｰﾀﾞｰ

１５：００～

１２日（日）

ピアノサロン ￥８００（1dr）

１３：００～１５：００ 毎月第２日曜

１４日（火）

石尾真弓ボイストレーニング教室

１５日（水）

ウクレレ教室

１５日（水）

生伴奏で歌いましょう P：田口秀治 歌う方￥２０００＋要ｵｰﾀﾞｰ

１５：００～１６：３０

１５日（水）

ウクレレ教室

１０：００～１２：００ 第１・３水曜日

１５日（水）

ぬはり短歌会 月例会 （ご見学・ご参加可能です）

１７日（金）

マー爺ちゃんの楽しいマジック講座

１８日（土）

円山おやじのフォーク三昧 No Charge + 要１オーダー

１４：００～１５：３０

２１日（火）

湯浅輝子 ヴォーカル教室 講師 湯浅輝子

１４：３０～ 第１・３火曜日

２２日（水）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

１４：００～１５：３０

２４日（金）

シャンソン語講座（個人） 講師：門田佳正 ￥２０００

１４：００～１５：００ 毎月第４金曜

２５日（土）

東日本大震災復興支援チャリティーライブ 詳細は裏面をどうぞ

１４：００～

２８日（火）

ＬＯＫＡ短歌会 ３月のお題「光」 詠草締切 ２３日（月）

１３：００～１５：３０ 毎月第４火曜

２８日（火）

石尾真弓ボイストレーニング教室

１６：００～１７：３０ 第２・４火曜

裏面をご覧ください

講師 池田雅彦

１６：００～１７：３０ 第２・４火曜
１０：００～１２：００ 第１・３水曜

講師 池田雅彦

￥１０００（1dr）

￥８００＋要１オーダー

裏面をご覧ください

１３：００～１５：００ 毎月第３水曜
１４：００～１３：００

＊今月の
今月の休み＊４日（土）４日（日）１６日
１６日（木）２３日
２３日（木）２９日
２９日（水）３０日
３０日（木）
定休日はありません。イベントのない日を休みとさせて頂いています。
-----------------------------------------------------------------------------♪ 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
コーヒー・カフェオレ・紅茶（各種） ・チャイ・ジュースいろいろ
ハーブティ

all￥４００

￥４００ （リラックス、のどすっきり、鼻すっきり、目すっきり 等）

ほっとしょうが・
ほっとしょうが・ほっとゆず・
ほっとゆず・ほっとアップル
ほっとアップル・
アップル・ほっとれもん
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、ブログ等でご覧ください。
〒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

http://loka.chips.jp

tel 011-614-5888
mobile 090-7512-6027
e-mail ; kibanaloka@gmail.com
営業時間 12:00 ～日暮れまで
日暮れまで 不定休（イベントのない
イベントのない日
のない日）

