
神戸文化ホールプレイガイド 078-351-3349
チケットぴあ 0570-02-9999

（Pコード【1日券】109-811【通し券】780-034）
ローソンチケット 0570-084-005

（Lコード51364）
CNプレイガイド 0570-08-9999

(25日券と26日券の2種)

・神戸市営地下鉄「大倉山」駅下車すぐ
・JR「神戸」駅
　神戸高速鉄道「高速神戸」駅下車10分

公演
日時 会場

2018年
8月25日土・26日日
両日11:00開演（10:30開場）

神戸文化ホール 中ホール

森下知子（もりした ともこ）
京都府出身。「阪神大震災復興祈念コンサート」にてソロ、共演に
て多数出演、同シリーズ、及び後継となる「ふれあいコンサート in
アミティ」にてファイナルステージを務める。「トゥジュール・サクソ
フォン クァルテット」「オカリナセブン」メンバー。奈良県大和郡山市

「たんと音楽教室」大阪市「ドルチェ・ミュージックアカデミー」講師。

千井 慶子（ちい けいこ）
2012 年大和高田さざんかホール主催でサクソフォンソロリサイ
タルを開催。ヤマハ音楽教室（ヤマハミュージックリテイリング堺
駅前）大和高田市の自宅教室にて、サクソフォン、オカリナ講師とし
ても活躍中。

ピアノ・編曲：
大島忠則

（おおしま ただのり）

音楽の楽しさ・面
白さを追求するア
レンジャーピアニス
ト。サクソフォン四

重奏、オカリナアンサンブルなどの作・
編曲を数多く手がける。オカリナ作品
は二重奏曲「こきりこ幻想」「名もない
小さなシリーズ」等。

チケット発売所チケット料金

ゲスト出演

1,200円

チケット発売日 2018年6月18日(月)

全席自由・税込

※未就学児童の入場はご遠慮ください。

一 日 券 1,800円二日通し券

全国のオカリナ愛好家集まれー！

オカリナ
フェスティバル

2018

in神戸
2018

in

オカリナフェスティバル実行委員会
( 公財 ) 神戸市民文化振興財団 神戸文化ホール主催

神戸文化ホール内 オカリナフェスティバル事務局問合
せ先 TEL：078-351-3535（平日9：00～17：30）　FAX：078-351-3121

※物販出店希望の方は、上記までお問い合わせください。

中原　蘭 デュオ・セルリアン
オカリーナ工房　土音（ひじおと）所属
使用楽器　Claytone『蘭』
2010 年頃から YouTube にオカリナの演奏動画を投稿し、視聴回数は累
計 470 万回を超え、注目を集めています。2017 年４月　「ひじおと」の
活動に合流、本格的にオカリナ奏者・講師としてプロ活動を開始いたし
ました。

同５月にアルソ出版から模範演奏を収録し
たＣＤつき楽譜集『オカリナクラシック』
vol.1、vol.2 を発表、９月には、1ｓｔアルバム

『COLORFUL TONE』をリリースしています。
オカリナ専門誌『Ocarina23 号』より「蘭の
YUMEIRO diary」連載を開始いたしました。
2018 年 ２ 月 2ｎｄアル バ ム『with YOU～
nostalgia of Japan～』をリリース。

ギター・オカリナ：洋介（ようすけ）
ピアノ・アコーディオン：琴線計画

8月25日土

ともにサクソフォン奏者として活動の中、オカリナの音色に魅せられ デュオ
を2013年に結成。
晴れ渡る空の色　セルリアン・ブルーのイメージ、そして、フランス語で「絆

（きずな）」を意味する「LIEN(リアン)」から。数種のサクソフォンとオカリナ
を用いあらゆるジャンルの音楽を聴かせるコンサートを展開。第一回オカリ
ナコンクール・合奏部門にて第一位、および総合グランプリを受賞。

ホームページhttp://duocerulien.wixsite.com/saxocarina

8月26日日



出場者の皆さま ※下記データは、6 月 10 日時点のものです。
　都合により、変更等の場合があります。

8月25日土　11：00〜
出演順 グループ名 活動エリア
1 リフレイン 広島市
2 マーレ・ソーレ 神戸市
3 オカリーナ・アミカ 神戸市
4 KF フォーラム 神戸市中央区
5 オトメーズ 大阪市
6 越後の吹狂 新潟市
7 リーナ☆ステップ 豊中市
8 オカリナクラブ・リエート 伊賀市
9 オカリナデュオ　たんぽぽ 倉敷市
10 mint 神戸市中央区
11 オカリナひとり 河内長野市
12 オカリーナ「卯の花」 高槻市
13 嵯峨裕之 西宮市
14 園山洋史 加古川市
15 森田美智子 彦根市
16 tutti 神戸市中央区
17 オカリナ愛好会 ルンバ 静岡県掛川市
18 神戸婦人大学オカリナクラブ 神戸市中央区
19 宮原基政 広島県府中市
20 Kakky 東京都杉並区
21 アースサウンド 宇治市
22 かすみ草 高槻市
23 オカリナクラブスイトピー 神戸市
24 Son 神戸市須磨区
25 マダム・ピーナッツ 神戸市灘区
26 ふんず 北播磨
27 ジェックス宝石ギャラリー 大阪市北区梅田
28 荒木和美 伊丹市
29 オカリナ・ルーチェ 神戸市

休　憩
30 ピアチェーネ・オカリナクラブ 神戸市
31 さくらぐみ 西宮市
32 秦昌子（ギター伴奏 土居宏） 洲本市
33 Ocarina Cantare 神戸市
34 長沼英俊 福岡市
35 林保夫 富田林市
36 SORA 大津市
37 オカリナ Fr. そよ風 神戸市
38 エビータ 西宮市
39 星咲繁博（ラエティー） 舞鶴市
40 coquelicot（コクリコ） 西宮市
41 ポケット 西宮市
42 アンサンブル・ペガサス 姫路市
43 ステンドグラス 神戸市
44 坂上さき子 静岡県菊川市
45 とおんずオカリナアンサンブル 富田林市
46 SYOU 香川県高松市
47 Sae ＆ Moe 京都市右京区
48 オカリナ De ～あい 泉大津市
49 あんず 三島郡島本町
50 じゃんけんポン 三木市
51 DOLCE KOBE 神戸市
52 ラベンダー 神戸市西区
53 ユメナカ 愛知県
54 ラ・ラ・ラ　オカリーナ 京都府木津川市
55 心空（ココカラ） 神戸市
56 ゆたんぽ 岡山市
57 コンドル 静岡県掛川市
58 オカリナアンサンブル “ドナーティ” 大阪府寝屋川市

ゲスト演奏：中原 蘭

8月26日日　11：00〜
出演順 グループ名 活動エリア
1 オカリナパンダ 神戸市
2 サンポショーニヤ 池田市
3 笛っ子 神戸市
4 エーデルワイス 神戸市
5 アンサンブル・ハーバー 神戸市中央区
6 オカリナ Duo れんげ草 福井県美浜市
7 キラ★モット 京都市
8 マザーグース 大和郡山市
9 オカボックル（女子部） 枚方市
10 メロディー 神戸市
11 オカリナアンサンブル「KGT」 神戸市西区
12 オカリナサークル「風」 南山城村
13 森のオカリナ隊 四條畷市
14 オカリナ二重奏 音つむぎ 大津市
15 スイトピー 尼崎市
16 オカリナサークル　トゥルル 京都府亀岡市
17 中沢武雄 大阪南部
18 かぷち～の 大阪市東淀川区
19 オカリナアンサンブル華 京都市
20 堀哲也 福岡市
21 オカリナかとれあ 加東市
22 オカリナデュオ　すみれ 香川県高松市
23 びぃ～さいど 京都市伏見区
24 福井かよ子 橋本市
25 じゃすみん 姫路市
26 オカリナアンサンブル East　Wind 姫路市
27 宮本裕子 岡山県玉野市
28 来夢音（らむね） 神戸市
29 入江泉 池田市

休　憩
30 ナチュラル 神戸市灘区
31 ミセス・サエコ 掛川市
32 オカリナサークル こすもす 京都市
33 オルナカルテット 西宮市
34 青いカナリヤ 神戸市須磨区
35 Akiko 西宮市
36 KAMU 宇治市
37 K. カボス 神戸市垂水区
38 ラルモニア 大阪市北区
39 チェルキオ 神戸市中央区
40 Duo 和 宝塚市
41 カトレア 神戸市
42 さくらそう 大阪市
43 ひばり 川西市
44 みちしるべ 東大阪市
45 オカリナアンサンブル宙 神戸市
46 らべんだ～ず・オカリナ・アンサンブル 南丹市日吉町
47 西義和 池田市
48 風音 高知市
49 ピリカリーナ 西宮市
50 鵞鳥クラブ 神戸市
51 浅野亜佐美 神戸市
52 ナビ・パストラーレ・ハーモニー 神戸市
53 オカリナれもん 岡山県瀬戸内市
54 フレンドリートーン 神戸市中央区
55 ゆうゆう 神戸市中央区
56 中岡民江 高知県
57 New-Cure 加古川市
58 カサブランカ 尼崎市

ゲスト演奏：デュオ・セルリアン


