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〈クラシック、その他〉

CG楽団
ギター本来のあったか～い
サウンドで、心もほんわか
あたっか～くなってくださ
いね。

玉置朋美、季子幸夫、富岡澄
（クラシックギター演奏）

〈POPS〉

高橋むつみ
現在、デビューシングル

「CONVICTUS」が発売中。
主に札幌でライブ活動を行
っています。詳しくはブロ
グ「むつゆめ」で。
http://ameblo.jp/mutsuyume/

ピアノ弾き語り

〈ジャズ、クラシック、邦楽〉

ひびねこ
響きの杜からの参加の「ひ
びねこ」です！
お待ちしておりま～す！

西谷雅史（vo）、岡村怜奈（pf）、
大塚静香（vo）、高橋香織（pf）、
中畑紘子（pf）、西谷峻生（vo）

〈フォーク〉

風_21
雪を待つことが楽しみにな
るように唄いたいです。

ギター弾き語り

〈和製POPS〉

KAZ
車椅子の歌うたいKAZです。
分かりやすい曲を中心に歌
っております。ぜひ聴きに
来てくださ～い！！

ギター弾き語り

〈ジャズ、その他〉

Cross Noise
2人でも音は百人力の我等。
今回も音の波動砲を撃ち込
みます！

三好教代（as、ss）、
姫（pf）

〈その他〉

オカリナ1.4ファミリー
土の音色が醸し出すオカリ
ナです。演奏者がそれぞれ
気持ちを込めて演奏します。
ソロ＆アンサンブルをお楽
しみに！

小笠原克幸、鈴木勝夫、山科
紀子、村田総枝、石黒則子、
本田成子

〈その他〉

小笠原克幸
ヒーリングの「宗次郎」の曲
を中心に演奏します。

オカリナソロ演奏

〈その他〉

オカリナユニット ポラリス
心にしみるオカリナアンサ
ンブルを楽しんでいただけ
るよう演奏させていただき
ます。

三ツ橋英夫、川口りえ子

〈ロック、POPS〉

えびせんとラーメン
keeo on rockin’

星了介（vo、g）、
三上弘文（vo、g）

〈邦楽〉

toujours ensemble
皆さんの馴染みのあるJ-
POPをアコースティック
アレンジして演奏します。

佐藤　遥（vo）、
村上　陽（g）

〈フォーク〉

song book
雪が降る季節の暖かいライ
ブです！
想いを込めて、唄います♪

沼っち（vo、g）
松ちゃん（vo、g）

〈フォーク、和製POPS〉

John, Jerry & Sally
結成ホヤホヤ、PPMカバー
バンド、一女二男のJJSです。

John（g、vo）、
Jerry（g、vo）、
Sally（vo）

〈いろいろ〉

SUN
新ユニット、初参加です♪
よろしくお願いいたしま～
す♪

N（vo）、S（key）、
U（per）

〈フォーク〉

AMA-G’（あまぢぃ）
70年代フォーク専門のア
コギの弾き語りです。ハゲ・
ヒゲ・メガネのオヤジが、懐
かしくて心温かなメロディ
を聴かせます。あえて「レア
曲」ばかり選曲して演りま
す！
ギター弾き語り

〈その他〉

二胡アンサンンブル胡蝶
二胡を中心に他の楽器を組
み合わせ、いろいろな曲を
演奏します。

shouko（二胡、低胡、シャオ、
笛子他）、megu（二胡、中胡、
インディアンフルート他）

〈フォーク〉

松　隆
70～80年代J-Folkとオリ
ジナルを弾き語りしていま
す♪

ギター弾き語り

〈フォーク〉

P　爺
吉田拓郎さんの曲を中心に
心を込めて歌わせていただ
きます。

ギター弾き語り

〈フォーク〉

ぢんぢく
広尾町の歌うパン屋です。
好きなだけで歌っています。
よろしければ聴きに来てく
ださい。

ギター弾き語り

〈ジャズ〉

ネコルカ
ギターと歌の癒し系ジャズ・
デュオです。
合言葉はお・も・て・な・し！

（合掌）

ネコ（g）、
伊藤晴香（vo）

〈POPS〉

ルカ＆なつ
未熟な歌ですが、一生懸命
歌わせて頂きます。
よろしくお願いいたします。

草野路香（vo）、澤田奈津子
（vo）、村山由美子（pf）、G.G
（カホン）

〈その他〉

オカリナアンサンブル
オレンジ・ペコ

小さな土の笛で、息の合っ
たハーモニーを奏でます。

佐藤和子、佐藤香津子、田原
典子、風間久美子

〈ロック〉

chocolate fudge
ブリティッシュ・ロックを
3Pで演奏するオヤジ＋ガ
ールズBandです！！

TAIRA（vo、g）、SUMIRE（b）、
UME（ds）

〈その他〉

森井聖子
あまり演奏されないラグタ
イムピアノを弾きます。
楽しんでください。

ピアノ弾き語り

〈その他〉

YAMAZ
ピアノ×カホンでジャズ系
アレンジ、カバーなどのノ
リノリの曲をお届けします！

Yam@（pf）、
Maz（カホン）

〈いろいろ〉

ゆる音らく音
札幌でも珍しいトリオ。
色んなジャンルを演奏。
懐かしい！J-POPの名曲を
発掘するコーナーが好評で
す。

荻上真理子（ft、vo）、落合恵
美（pf）、竹内留美（ft）

〈その他〉

葉　葉
ピアノの弾き語りで懐かし
のフォーク、POPS、シャン
ソン等を演奏します。

ピアノ弾き語り

〈その他〉

ラピスラズリ
今春から「楽しく、息の長い」
を目標に練習している二人
です。

土佐優子（vo）、
鈴木美智子（pf、vo）

〈いろいろ〉

Moon Beans
古い曲、新しい曲、いろんな
ジャンルの曲が好きです。

大西（vo）、天神（vo）、佐原
（key）、大沼（eg）、福井（ag）、
高谷（ds）、山本（sax）、末永

（per）、岩崎（b）

〈その他〉

バーガンディ
大好きな洋楽や日本の歌を
3人それぞれで若くはない
けれで、赤ワインの色、バー
ガンディらしく唄いたいも
のです♪　ご一緒に北海道
の秋を楽しみましょう！
石川正美（vo、ウクレレ）、
渡辺美枝子（vo、pf）、佐々
木彩乃（vo）

〈フォーク〉

チームB型
正統派のフォークソングを
中心に美しいハーモニーを
お届けします。

滝本光男（vo、ag）、菊地京
子（vo、cho）、杉本等（ag、cho）

〈シャンソン、ファド〉

Free genre Vocalist hiromi
初めて参加させていただき
ます。皆さんと楽しい時間
を過ごせたらとっても幸せ
です。よろしくお願いいた
します。

hitomi（vo）、
Tommy（g）

〈和製POPS〉

クライマー麻奈実
あなたの仮面、壊します。

ギター、ピアノ弾き語り

〈和製POPS〉

みちくさプラス
ウクレレの音と澄んだ歌声
に包まれるひとときをご一
緒しませんか？

隊長（ウクレレ、cho）、
よっしー（vo、cho、b他）
なおみ（vo、cho、鍵盤ハー
モニカ他）

〈その他〉

楽団ひとり
11穴ハーモニカをギター
を弾きながら吹くので、見
に来てください。

マツバリータ（g、vo、ハモ
ニカ、ケーナ、サンポーニャ）

〈ロック〉

キトウシ森林公園
トークに特化したバンド！？
英詩のオリジナルを美しく
爽やかに演ります！

佐々木雅充（vo、eg、b）、
笹本大輔（vo、eg、ag）、
阿部高広（ds）

〈その他〉

break through
平均年齢50代のインスチ、
フュージョン、ロック好き
なおじさんです。

関　啓光（ds）、関　富雄（b）、
副馬雅之（key）、石川雅宏（g）

〈フォーク、洋楽POPS〉

トンチンカン
トンとチンとカンのギター
演奏と歌を聞いてね。

大山（vo、g）、
西川（g）、
名無しのごんちゃん（g）

〈その他〉

reykholt
（レイクホルト）

アラフィフ世代必見！
懐かしのアニソン20連発、
時間までご一緒に～

yuko（vo、g）、
hiroyuki（vo、g）

〈フォーク〉

パワーマン
おやじギャグコンビのパワ
ーマンです！
秋バージョンをお聞きくだ
さい！

つかさん（eg、vo）、
チェックメイト菊池（ag、vo）

〈ロック〉

だいちゃんず
今年も毎度お馴染みアコサ
ウンドビートルズを聞きに
来てください。

Dai（vo、ag）、Kasa（cho、ag）、
Nabe（cho、b）、Kona（cho、
per、カホン）、Ume（cho、per、
カホン）

〈ジャズ〉

AXIA
カシオペアアコースティッ
クで奏でるユニットです。
昨年に続き雪待月二回目の
演奏です。心落ち着くカシ
オペアアコサウンドをお届
けいたします。

久留（ag）、網野（b）

〈和製POPS〉

kazz＆nino with yuko
この秋も頑張ります。

kazz（vo、b）、nino（vo、ag）、
yuko（vo、ag）

〈POPS〉

feelin’
自分達がいいと思った音楽
をしっとり、ときには熱く
奏でます♪

国見清香（vo）、
木原秀憲（pf）

菩提樹

大通西14
TEL261-8188

北1西28
TEL614-5888

LOKA
（ロカ）

B-bay
（ビーベイ）

南1西19
（山晃ハイツビルB1F）
TEL615-0777

〈フォーク〉

小松武司
秋は“芸術＆食欲のSeason”。

ギター弾き語り

〈その他〉

よぶすま草　於熊
北原白秋、西条八十のシュ
ールな歌。
他にシャンソン、わらべ唄等。

ギター弾き語り

〈その他〉

フフデール
モンゴルの民族楽器、馬頭
琴を弾いているおばさん二
人組です。

島幸子（馬頭琴）、
松原まゆみ（馬頭琴）

〈フォーク〉

みさとDX
札幌のライブは初挑戦です。
よろしくお願いいたします。

ギター弾き語り

モンクール

北3西18
（北3条ビル1F）

TEL611-3747

大通西19
（カネトモビル1F）

TEL643-0141

中華レストラン
KOEN

〈その他〉

二胡デュオ 蘭蘭
いろんな事にチャレンジし
ながら優しい一時になるよ
う頑張ります。

澤崎裕子（二胡）、
飯山典子（二胡）

〈いろいろ〉

氷　華
今年の8月、長野県にあり
ます「問屋街ミュージック」
というレーベルからプロデ
ビューいたしました。現在、
札幌を中心にLIVE活動を
しております。

渡辺渚（vo）、山崎大輔（g）

〈フォーク〉

とぷくり
目標、円山関連ライブの皆
勤賞！　今回はどんな隠し
球用意しようかな。とにか
く楽しくやりましょう。

土岐純造（vo、g、ハモニカ）、
堀尾勤（vo、g）

〈POPS、その他〉

クローバー
夏、冬と出演してきましたが、
秋の円山音楽祭は初出演に
なります。J-POPと洋楽を
クローバーテイストで演奏
します。ぜひ楽しんで行っ
て下さい。
りえ（vo、ag）、ひさ（vo、ag）、
G-co（ag、カホン）

〈クラシック、その他〉

いちごパルフェ
クラシックからPOPSまで
いろいろ演奏しちゃいます。
5人の笛吹きが奏でるハー
モニーをお楽しみください
♪

ゆきこ、なおこ、みき、みひろ、
きょうこ（全員ft）

大通西27
TEL644-0705

円山花笑夢
（まるやまはなえむ）

南7西25
（華裳ビル1F）

TEL530-1770

kunkakunka
（クンカクンカ）

〈POPS〉

appassionato
秋の円山をアコースティッ
クな音色で彩ります。

新田あつこ（vo、g）、
岡崎哲也（vo、g）、
大西恵美（cho、pf）

〈その他〉

mitsumi
拙いですが、わたしなりの
優しい音楽を心を込めてお
届けします。

ギター弾き語り

南1西27
（円山ブロードハイツ1F）
TEL215-5441

Cafe de Zaza
（カフェ　ドゥ　ザザ）

〈フォーク〉

す　ず
初めて参加します。嘘です

（笑）。
よろしくお願いします。

ギター弾き語り

〈いろいろ〉

Tonny tamio
唄えるうちに唄える唄を唄
っておきます！
No Life, No Music

ギター弾き語り

〈邦楽〉

ななえ
ギターの下手さが加速して
いる今日この頃ですが……
楽しく歌えたらいいな～

ギター弾き語り

〈フラメンコ〉

ガットギター演奏人
Takeちゃん

フラメンコ・ギターを習っ
て1年半が過ぎました。「ブ
レリアス」、「ファルーカ」な
どを演奏しようと思います。

ギターソロ演奏

南1西22
TEL623-3887

青い空
流れる雲

〈フォーク〉

まり♪
冬支度モードの円山にほん
わかした温かさが伝わりま
すように。
つたない弾き語りですが、
言葉を大切に歌いたいと思
います。
新しい出会いに感謝！

ギター弾き語り

〈和製POPS、フォーク〉

ハ　ル
皆さんと一緒に笑顔になれ
るような暖かい空間になっ
たらいいなと思っています。

ギター弾き語り

〈POPS〉

Nero
一人でも多くの方の耳に触
れて頂きたいです。是非！！

新堀里美（vo）、
田中秀明（g）

南2西27
TEL632-8331

響きの杜クリニック
2Fホール

大通西19
TEL622-5010

北海道芸術
高等学校

〈フォーク〉

遠藤耕平
何気ない毎日を、時に激しく、
時に切なく歌います。

ギター弾き語り

〈フォーク〉

拓郎倶楽部
夏のミュージックソンに続
いて2回目の参戦です。拓
郎ワールドに浸り、数々の
名曲をたくさん唄いたいと
思います。

ギター弾き語り

〈POPS〉

根森公隆
オリジナル曲を弾き語りし
ます。どうぞよろしくお願
いします。

ギター弾き語り

〈邦楽、その他〉

ちゃまめ楽団
ぴよぴよ♪ぽろろん♪ふに
ゃっと脱力癒し系音楽をお
届けします。

ウクレレ♪ちゃむ（ウクレ
レ）、やまメ（アンデス25F、
鍵盤ハーモニカ）

〈いろいろ〉

yuki
拙いながらマンドリンの弾
き語りをしています。

マンドリン弾き語り

南6西23
TEL080-6064-3196

ヘンチキ屋

南8西23
（ガーデンハウス南円山1F）
TEL206-7857

ショコラ

●諸事情により、出演者が変更になったり、会場が変わる場
　合もございますので、その際はお許しください。
●会場でのオーダーは自由です。ただし、会場内への飲食の
　持ち込みは固くお断りいたします。
●演奏中は出来るだけ静かに出入りをしてください。
●お客様からミュージックチャージは一切いただきません。
●演奏時間は必ずお守りください！！
　45分までには必ず演奏を終えてください。

※本プログラムの中に誤字・間違い等ありましたらお許しください。

vo� ボーカル
cho�コーラス
g� ギター
ag� アコースティックギター
b� ベース
ds� ドラム
pf� ピアノ

key�キーボード
per�パーカッション
as�アルトサックス
ts� テナーサックス
ft� フルート


