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LIVE bar 酔夏男
大阪市中央区心斎橋筋1丁目3番29号
ミヤプラザ 302
TEL 080-4019-8442
営業時間 18:00～05:00  定休日　不定休

心斎橋にあるLIVE bar 酔夏男です。素敵なライヴと
美味しいお酒が楽しめます！LIVE出演は勇気を持ってお気軽に！
ホールレンタル、定期演奏会、忘年会/新年会、結婚式の二次会 etc…. 
何でも相談乗ります！ お気軽に連絡お待ちしております！

ハーブティーと手作りおやつ

ハーブカフェSORA

大阪市北区浪花町13-19
06-6359-1023
http://herbcafesora.com/

1996年にオルガンの矢ヶ崎篤とギターの松島渉でユニットを結成。

その後、ドラムに森田俊介を迎え、2000年よりオルガントリオ、Inga 
Pengarとして活動を続けている。

バンド名はスウェーデン語でno moneyの意。

Inga Pengar

森松 明希子
森松 明希子（モリマツアキコ）　1973年兵庫県伊丹市生まれ。福島県郡山市在
住中に東日本大震災に被災。当時3歳1ヶ月と0歳5ヶ月の2児を連れて1ヶ月の避難所暮らしを経て、2011年5月から大
阪市へ母子避難。「避難の権利」を求めて大阪地方裁判所に集団訴訟を提起した原発賠償関西訴訟原告団代表。「放
射線被ばくの恐怖から免れ健康を享受する権利」は人の命と健康に関わる普遍的で全ての人に等しく与えられるべき基
本的人権だと主張し、当該裁判を人権救済裁判、「個人の尊厳」の回復を目的とする憲法訴訟と位置付け、原子力災害
のあらゆる被害に対して恒久的救済を求める。3.11以降、社会がどう変わることができるのかを広く一般の人々に問う活
動に奔走している。東日本大震災避難者の会 Thanks ＆Dream 代表。「母子避難、心の軌跡」（かもがわ出版）著者。

こんにちは。千里高校吹奏楽部Senri Wind Band 略してSWBです。
現在SWBは1年生13人2年生17人の計30人で先生方に指導してい
ただきながら、個性豊かなメンバーで日々楽しく元気に活動しています。
先日8月6日～9日にかけて合宿を行いました。合宿でパワーアップした演
奏を是非楽しんでください。
またSWBは9月17日の土曜日に千里高校の文化祭でも演奏します。
是非ご来場ください。

千里高校吹奏楽部

音ヶ丘スペシャルユニット音千里スペシャルユニット
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8/20 sat 
堺・泉ヶ丘 【オトガオカフェス2016】

至 中百舌鳥

泉北高速鉄道  泉ヶ丘駅
いずみがおか広場　改札右側
カリヨン広場　　　  改札左側

至 泉中央至 泉中央

いずみがおか広場ステージいずみがおか広場ステージ

カリヨン広場ステージカリヨン広場ステージ



祝! 5周年
歓迎! 石巻ジュニアジャズオーケストラ御一行様

泉ヶ丘専門店会

祝! オトガオカ5周年
歓迎! 石巻ジュニアジャズオーケストラ御一行様

泉ヶ丘専門店会
☆駅前専門店会(駅前)

☆3番街北専門店会1階・2階(駅北側)
☆南専門店会(駅南1階)

☆食品名店会(ちびっこ広場 )
☆グッディ専門店 会(駅南2階)

☆駅前専門店会(駅前)
☆3番街北専門店会1階・2階(駅北側)

☆南専門店会(駅南1階)
☆食品名店会(ちびっこ広場前)

☆グッディ専門店 会(駅南2階)

11：30～ 小寺隆太
11：１５～オープニング 武田眞一/Koichi.T

和製ケビン12：00～
12：30～ 空音

越田ともひろ13：00～
13：30～ 畑歩
14：00～ Masaki-chi

あんず＊14：30～
15：00～ 和多田雄介
15：30～ Inga Pengar
16：00～ 森松明希子スピーチ　　

オトガオカ代表あいさつ16：15～
石巻ジュニアジャズオーケストラ
先生あいさつ

16：20～

石巻ジュニアジャズオーケストラ16：30～

グランドフィナーレ17：00～
（しあわせ運べるように）

12：15～ Koichi.T
12：45～ 釜下直樹
13：15～ 西野元
13：45～ 鈴木智貴
14：15～ 東郷誠

11：45～ 森ゆきこ

14：45～ はにかんだてつや

いずみがおか広場ステージ カリヨン広場ステージ



8/21 sun 
吹田・北千里【dios 北千里ステージ 】
阪急千里線  北千里駅下車　 改札左側 徒歩１分

出逢いの広場
ステージ
出逢いの広場
ステージ

屋上特設ステージ屋上特設ステージ

至 山田



音絆OTOBAN 2016開催　
おめでとうございます。　
北大阪急行緑地公園駅ビル2F
森口循環器内科院長　小橋文香

祝・音絆OTOBAN
2016開催

祝・音絆OTOBAN
2016開催

井村楽器
各種楽器の販売からレンタル、 PA（音響）設営・レンタルまで
お気軽にご相談下さい。
営業時間11:00～19:30 定休日木曜日と月の最後の金曜日　 
吹田市朝日町18-11(JR吹田駅徒歩5分)

TEL 06-6381-0103

本店LMショップ

木下建設株式会社

新築・リフォームはもちろん棚板１枚でもOK！
不動産部もございます。

まずはお気軽にお声を掛けて下さい。

大阪府吹田市穂波町26-13    電話 06-6380-1111

14:00～ おのくんタイム

14:05～ ゴールデンシニアトリオ

14:35～ 音ヶ丘スペシャルユニット

14:50～ マクドナルドハウス・おのくん抽選会

15:05～ 石巻ジュニアジャズオーケストラ

15:40～ グランドフィナーレ

13:50～ 復興支援すいた市民会議

13:20～ 千里高校 吹奏楽部

13:05～ 音千里スペシャルユニット

13:00～ オープニング

屋上特設ステージ

※雨天時 dios１番館3Fホール



南吹田にNEW OPEN
生産者がわかる新鮮な
野菜を使ったカフェ

店長の親族が畑で作った無農薬、低農薬な野菜や農家から 直接買い付けた
野菜たちを使ったカフェです。
朝に市場から厳選して買い付けた旬の野菜、魚、肉類を使 った定食や
自家製玉ねぎドレッシング、手作りの焼き菓子やジャムが 自慢です。

ぜひ一度ご賞味下さい。

店長の親族が畑で作った無農薬、低農薬な野菜や農家から直接買い付けた
野菜たちを使ったカフェです。
朝に市場から厳選して買い付けた旬の野菜、魚、肉類を使った定食や
自家製玉ねぎドレッシング、手作りの焼き菓子やジャムが自慢です。
お店で挽いたコーヒー豆を
自家製玉ねぎドレッシング、手作りの焼き菓子やジャムが自慢です。
お店で挽いたコーヒー豆を

ぜひ一度ご賞味下さい。

大阪府吹田市南吹田5-24-5
TEL 06-6380-2727
<営業時間>　
月～金 7:30～17:00
土 9:00～21:00
定休日 日曜日

ヒロコーヒー
の

コーヒー豆を
使用

木下倉庫運輸株式会社
有限会社　さつき商事

〒564-0043 吹田市南吹田3丁目4番1号
電話代表　06-6385-3232
FAX　06--6385-3066

ようこそ音絆へ!  オトセンリスタッフ一同

使ったドリップコーヒーと共に使ったドリップコーヒーと共に

Dichotomic
森ゆきこ
Rayna
あんず＊
ササキホナミ
Koichi.T
越田ともひろ
小寺隆太
空音
畑歩
和製ケビン
和多田雄介
Masaki-chi
石巻ジュニアジャズオーケストラ紹介
グランドフィナーレ（2曲演奏、出演順）

会津木綿

おのくん里親会

千里キャンドルロード

希望の輪(宮城県大阪事務局)

hana*輪

出逢いの広場

FM千里 生中継
11:40

15:30

出店ブース（出逢いの広場）

『デポルト ナビゲーション』

『東 哲平の MONO Music
  Count Down』



MIKI GAKKI
UMEDA
MIKI GAKKI
UMEDA

店頭買取

出張買取

宅配買取

「楽器」をお金に換える楽器店

0120-80-1484
umeda@ishibashi.co.jp

店頭買取

出張買取

宅配買取

選べる3つの買取方法
出張費、送料、梱包キット、キャンセル料全て無 料 !!

太陽光で途上国支援のビジネスモデルを！

〒542-0086　大阪市中央区西心斎橋2-10-29 センタービル 4F
TEL:06-6211-0433　FAX:06-6211-0434
http://toptheguitar.com

アメリカ村のオーダーメイドギター・ベースのプロショップ
トップ・ザ･ギター・ジェントリー

～兵庫県豊岡市但東町の田んぼから～

携帯
兵庫県豊岡市但東町畑山82

～兵庫県豊岡市但東町の田んぼから～
5kg 2,500円5kg 2,500円
携帯 090-5254-913 090-5254-913
兵庫県豊岡市但東町畑山82

こだわり農 法

(関西は5kg以上送料無料)(関西は5kg以上送料無料)
TEL 0796-56-0046  FAX 0796-56-00TEL 0796-56-0046  FAX 0796-56-00

但東町からお米をお届けします。但東町からお米をお届けします。
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