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デイ・ライブ・カフェ ＬＯＫＡ へようこそ♪
暑かったり寒かったり＠＠
体調崩していませんか？
６月は夏至の月です。夜遊びしましょう～？？

北海歌謡團六月公演
２５日
２５日（土） １８：
１８：３０～
３０～

円山ミュージックソン
円山ミュージックソン

久々の北海歌謡團公演です！
今回のギタリストは、若手のホープ 町田拓也
kibanaのアコーディオンも入って、にぎやかに。

２６日
日（日） １４：
００～１９：
１９：００
２６
１４：００～
今年もやってきました、初夏のまるおん

及川恒平(vo&gt) 青木リエ(vo) 町田拓哉(gt)
kibana(acc)

たくさんの皆さまの音楽をお届けします♪
出演 ラピスラズリ、アルパカーロ黒崎
＊ＲＩＫＫＡ＊、Mirinda、ネコ・・・

予約￥
予約￥２５００、
２５００、当日￥
当日￥３０００ 要１オーダー

桶屋実由季アフタヌーンライブ
桶屋実由季
アフタヌーンライブ
４日（土） １３：
１３：００～
００～１４：
１４：００
先月よりスタートした、土曜午後のジャズライブ
実由季さんのフレッシュな歌声をお楽しみください。
桶屋実由季 (vo)
鈴木忠(pf)

料金チップ
チップ制
料金
チップ制 要１order

今月の
歌声カフェ
今月
の歌声
カフェ
夏至の
夏至の夜のよみがたりライブ
のよみがたりライブ
１８日
１８日（土） １９：
１９：３０～
３０～２０：
２０：３０

１０日（金）なつメロ会

夏至のなが～い夜、物語を聴いてすごすのはいかが？
俳優・ナレーターとしてもご活躍の
ヨミガタリストまっつさんの、よみがたりナイト！
その場でリクエストも受付中。
プロに朗読してもらいたいテキストをお持ち下さい～

１４日（火）午後２時～
２２日（水）午後２時～
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ伴奏 kibana

ヨミガタリスト まっつ

￥１５００（
１５００（１ｄｒ）

参加料￥８００＋要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4金曜日１４：００～：個人レッスン

○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
湯浅輝子ヴォーカル教室
ヴォーカル教室
○水曜シャンソニエ
水曜シャンソニエ

講師

第１・３火曜日 １６：００～
毎月第２水曜 １５：００～

講師

（グループのみ）

湯浅輝子（個人のみ）

ピアノ 田口秀治

○土曜の
土曜の午後の
午後のジャズヴォーカルセッション 毎月第２土曜

さん向
○歌い手さん
向けサービス

池田雅彦

１４：００～ piano 山下泰司

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

♪ ＬＯＫＡの
ＬＯＫＡのカレンダー

６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

２日（木）

秋桜組合唱練習

４日（土）

桶屋実由季アフタヌーンライブ

４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

１５：００～１６：３０

４日（土）

山下泰司のワンポイントレッスン ￥３０００＋ｵｰﾀﾞﾞｰ（要予約）

１６：３０～

５日(日）
６日(月）

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 １３－１８時 夜の部 １８－２２時 各部￥５００ ｵｰﾀﾞｰﾌﾘｰ

１３：００～２２：００
夜の部は予約してください

７日（火）

湯浅輝子 ヴォーカル教室 講師 湯浅輝子

１４：００～ 第１・３火曜日

８日（水）

水曜シャンソニエ P：田口秀治 歌う方￥２０００＋要ｵｰﾀﾞｰ

１５：００～１６：３０

１０日（金）

ＬＯＫＡなつメロ会 伴奏 kibana

１４：００～１５：３０ 偶数月第３金

１２日（日）

ピアノサロン ￥８００（1dr）

１４日（火）

歌声カフェＬＯＫＡ 伴奏 kibana

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

１８日(土）

夏至の夜のよみがたりライブ ヨミガタリストまっつ ￥１５００（１ｄｒ）

１９：３０～

２１日（火）

湯浅輝子 ヴォーカル教室 講師 湯浅輝子

１４：００～ 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）

北海歌謡團６月公演 詳細は表面をごらんください

１８：３０～１９：００

２６日（日）

円山ミュージックソン 詳細は表面をごらんください

１４：００～１９：００

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

１５：３０～１７：００
チップ制 要1order

￥８００＋要１オーダー

１３：００～１４：００

１３：００～１５：００ 毎月第２日曜
￥８００＋要１オーダー
裏面をご覧ください

講師 池田雅彦

１４：００～１５：３０
１６：００～１７：３０ 第２・４火曜
１０：００～１２：００ 第１・３水曜

￥８００＋要１オーダー

裏面をご覧ください

ゲーム会）
＊今月の
今月の休み＊毎週月曜（
毎週月曜（６日はゲーム会
-----------------------------------------------------------------------------♪ 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 ♪
コーヒー・カフェオレ・紅茶（各種） ・ ジュースいろいろ

all￥４００

ハーブティ （リラックス、のどすっきり、鼻すっきり、目すっきり 等）

ジャスミンティー・
ジャスミンティー・ミックスベリーティー・
ミックスベリーティー・マテ茶
マテ茶
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
ブログ http:/blog.
http:/blog.loka.chips.jp
blog.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）

