
※野外コンサート

開演 18:00土 日

【Musette Jazz Band】
津田兼六（ボタン・アコーディオン）,
川瀬眞司（マカフェリ・ギター）,廣田昌世（コントラバス）

【うたたね】
深川和美（歌）,高本一郎（リュート）

【ky】
仲野麻紀（サキソフォン）,ヤン・ピター（ギター/ウード）,
ユーグ・ヴァンソン（チェロ）,今 貂子＋倚羅座（舞踏）

【if】
藤島啓子（ピアノ）,岩崎宇紀（ピアノ）

【Palhaço with Friends】
続木 力（ハーモニカ）,谷川賢作（ピアノ）,
小室 等（歌、ギター）,こむろゆい（歌）,
山村誠一（スティール・パン）,山田晴三（ベース/カリンバ）,
島田和夫（ドラム）,上海太郎（上海太郎舞踏公司）

レッドフレーム特設ステージ［リトル･オーサカ］
※屋内コンサート
スタジオパルティッタ

開演 17:00
開場15:00

[会場]

開場12:00

©YAMAGEN IWAO

※13日のみ入場料（¥500）が必要です。
　ただしコンサートおよび人形劇のチケットを持っている方は必要ありません。
※屋内のコンサートはPiTaPaカードで入場できます。
　この場合は前売料金になります。

1日券￥3,000 [当日￥3,500] 
 2日通し券￥5,000[前売のみ]
 人形劇￥800[13日のみ]

 ［チケット］

※台風時（朝９時に暴風警報または大雨警報が発令されている場合）は、
　野外でのイベントは中止いたしますが、屋内のコンサートは予定通り行います。

雨天決行!

  共催：芦屋画廊、NPO法人さをりひろば、おーらい・トーキョー、
　　     自然館、BRICOLAGE、Maroc、ワイルドバンチ、住之江ユースフェローシップ
  協賛：京阪ジャズ協会、堺ジャズ愛好会、箕面ビール、chana
  後援：大阪市、水都大阪2009実行委員会、大阪市住之江区役所
  協力：スルッとKANSAI、FM COCOLO、東放エンターテイメントスクール、
　　     人形劇団クラルテ、ゲルくみたて隊
  多謝：アクティブKEI、大阪ミュゼッターズ、上々企画、ちんどん通信社
　　    丹波篠山・まちなみアートフェスティバル実行委員会
  制作：おーらいレコード

お問い合わせ：[夏音アート・2009]事務局　e-mail：natsu_on_art@yahoo.co.jp

music community
『福のたね』
www.fuku-oto.info

www.natsuon.com
主催：［夏音アート］実行委員会

風よ 雲よ 海よ 空よ

風よ 雲よ 海よ 空よ

なつ おん

アコースティック音楽による 川辺でのコンサート
とアート

イベント
【ちんどん通信社】
林 幸治郎, 小林信之介, ジャージ川口 他

【mitatake】
見田 諭（ギター）,佐野岳彦（歌/ハーモニカ）

【soy】
駿田千佳（マリンバ）,酒井七瀬（マリンバ）

【Palhaço with Friends】
続木 力（ハーモニカ）,谷川賢作（ピアノ）,
サキタハヂメ（musical saw）,前重英美（歌）,
岡野裕和（コントラバス）,山田晴三（ベース/カリンバ）,
山村誠一（スティール・パン）,藤井美智（トランペット）

【Rustic pans with Friends】
（スティール・パン/パーカッション）

山村誠一,Sweety寺本,サカモトジャイ庵,
MAX土居,山下ジュン,折笠 誠,中村岳



芦屋画廊
NANIWAN TAPAS + BAR as

植田酒店
ガゼボ・きっと勝つさんど

戯音工房
京阪ジャズ協会

自然館
自由人・十色

住之江ユースフェローシップ
ちんどん通信社

東放エンターテイメントスクール
人形劇団クラルテ

錦湯
ねぎや

セルプショップ・ぶなの森
BRICOLAGE
ベラムジカ

町屋ギャラリー rico 
箕面ビール
モモの家

MOKUBAs tavern 
ワイルドバンチ

info@ashiya-garo.com　芦屋市大原町 8-2　tel.0797-25-2587
hase@chana-web.com　大阪市中央区安堂寺町 2-2-11　tel.06-6766-5666
www.alulu.com/kgwing　大阪市西成区千本中 2-4-15　tel.06-6661-4049
goyoyaku@dining-gazebo.com　大阪市西区靭本町 1-6-17　tel.06-6459-2746
www.gionkoubou.com　大阪市北区天神橋 1-7-17　tel.06-6352-1161
info@keihanjazz.com　枚方市新町 1-3-17　tel.072-396-6286
www.sizenkan.co.jp　大阪市中央区瓦町 3-2-3　tel.06-6231-1341
shikisai-sacra@wave.plala.or.jp　高槻市明日町 1-22　tel.072-694-336
hukuroukun120@yahoo.co.jp  tel.06-4980-4995
office@tozaiya.co.jp　大阪市中央区谷町6-3-27　tel.06-6764-1984
hs@toho-osaka.com　大阪市西区北堀江1-2-27　tel.06-6533-0039
office@clarte-net.co.jp　大阪市住之江区南加賀屋 3-1-7　 tel.06-6685-5601
京都市中京区堺町通錦小路下ル　tel.075-221-6479
大阪市中央区玉造1-5-1　tel.06-6762-2412
bunanomori@h4.dion.ne.jp 　岸和田市北町 16-20 tel.072-431-2878
bricolage@jimoto-navi.com　大阪市大正区南恩加島 2-11-17　tel.06-6551-4180
chakur2000815@docomo.ne.jp　tel.090-5971-8430　
machiyarico41@mail.goo.ne.jp　京都市北区紫竹下竹殿町41　tel.075-493-9838
www.minoh-beer.jp/company　箕面市牧落 3-19-11　tel.072-725-7234
momo-family.org　吹田市泉町 5-1-18　tel.06-6337-8330
info@mokuba-kobe.com　神戸市中央区北長狭通 3-12-14　tel.078-391-2505
bcwildbunch@ybb.ne.jp　大阪市北区長柄中1-4-7　tel.06-4800-4900

◆宣伝美術：ヤマゲンイワオ  ◆舞台美術：フジモトアキコ  ◆ビデオ撮影：INTER LUDE music entertainment(9/12)インワード(9/13)
◆カメラ：小澤勇佑、中野雨衣子  ◆音響：刀祢 賢一朗、大井綾史（夢家）  ◆照明：岸田 緑  ◆夏音ロゴ：ナカガワ暢  ◆デザイン：オルタ・デザイン・アソシエイツ  

MUSICIANS
&DANCERS

LITTLE OSAKA

ART EVENTS

おーらいレコードがコンピレーションアルバムを制作します。その顔とも
言えるジャケット・カバーアートを一般に公募します。選ばれるのはたっ
た一枚。おーらいレコードのアーティストたちが響宴する9月13日、［夏音
アート2009］のコンサートの舞台上で、来場者の人気投票により選出さ
れた方を発表します。

テーマ『行ったり、来たり』

14:00- 
15:30-

開場12:45
開演13:00-

エコロジーに関する情報、その他様々なチラシを置きます。
オーガニックな食品即売会（予定）もあります。休憩所にもなります。

ベルギー・ドイツ・イギリスより直輸入した樽生ビールで
ヨーロッパのカフェ気分を味わえます。

アジアの国のいろんな料理、そして大阪の味も盛りだくさんに用意。

アートに限らずに、工芸品やアンティークなものも出品できます。

　
佐野祥久による幻想的な灯りの芸術。ワークショップもあります。
ワークショップ受付

はしづめまきによる参加型アート『ぷにゅぷにゅ君』が会場のあちらこちらに登場!!

人形劇団クラルテによる親子で楽しめるアーティスティックな人形劇です。
作品名：「カマキリと月」　「ずんぐりイモムシの夢」 
入場料：3歳以上800円（150名限定）

あなたもなり切り、時代劇スター !!
参加費は無料になります。

ゲルを体験しよう!

世界のビール屋台

アジアン・フード・ストリート
などいろんな屋台

アートマーケット

ペットボトルアート

環境アート

人形劇

時代劇体験コーナー

スケジュール

if[イフ] 今 貂子+倚羅座 ky[キィ] こむろゆい

サキタハヂメ

◆大阪市立住吉商業高等学校フォークソング部　　◆高江洌 将
◆関西外大ジャズ研究会・BEAT’S

夏の終わりに、たったの2日間の町[リトル・オーサカ]がリバーサイドにあらわれる─。
歌ありダンスあり。？があり。おでんに、焼き鳥、ビールに、たこ焼。大阪の名クラフトビール「箕面ビール」も楽しめます。

大阪のギャラリーが企画する、一期一会的なセッション!!
ミュージシャンはその日発表します。

島田和夫 上海太郎 soy[ソイ] 高本一郎 谷川賢作 ちんどん通信社 続木 力

深川和美 藤井美智 前重英美 Musette Jazz
Band

mitatake 山田晴三

小室 等

山村誠一 Rustic pans

岡野裕和
©BANRI

mitatake

©Paolo Campanella

CD COVER ART
COMPETITION

LIVE PAINTING

ミュージシャン&ダンサーズ

リトル・オーサカ[レッドフレーム特設ステージ]

アート・イベント

チケット取り扱い店・場所

www.namura.cc/blackchamber.html

TICKETS

北加賀屋公園

湯楽

新なにわ通

南港通

地下鉄四ツ橋線

北加賀屋
小学校

ローソン

ファミリーマート

名村造船跡地

 ❹番出口

北加賀屋駅

木津川

地下鉄四つ橋線「北加賀屋」下車
徒歩8分
tel. 06-4702-7085

駐車場170台分有り

〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-2-3自然館内『夏音アート・2009』事務局
tel. 06-6231-1341　fax.06-6231-7060　e-mail：natsu_on_art@yahoo.co.jp

アクセスACCESS

THANKS
事務局SECRETARIAT

作品募集中!

natsuon-art@chana-web.comまで 出店希望者募集中

natsuon@chana-web.comまで 出店希望者募集中

希望者募集中

GALLERY H.O.T

GALLERY wks.

UNIPON2KAU2　ART PROJECT SPACE

Gallery AMI&KANOKO

千光士誠　川上真緒
寺井寿子　山内庸資
菩須彦
清水聖理

？
？
？
？

×
×
×
×

×
×
×
×

ギャラリー アーティスト ミュージシャン

15:30-

12:00-18:00

ライブ・ペインティング

CDジャケットコンペ
●応募について
作品サイズ：12cm ×12cm (CDジャケットの表紙サイズ )
＊ジャンルは問いません（絵画、版画、写真 etc... ）
＊規定サイズの作品を CDケースに入れてください

●応募方法　＊事前にエントリーが必要です。
名前／メールアドレス／連絡のつきやすい電話番号明
記の上、件名を「応募」としてメール送信してください。
追って詳細応募方法と作品搬入方法をご連絡致します。

natsuon.jacket@gmail.com

natsuon.workshop@gmail.com

◆ママさんコーラス　　◆環状線沿線　　◆エムサイズ　　◆アキラと周辺
◆Tomorrow land　　◆キンキ雑楽団　　◆mitatake＋遠藤まめ

12:30-

舞台&屋台制作：白藤垂人

コーディネーター：北川祥子（芦屋画廊）


