
※未就学児童の入場はご遠慮ください

公演
日時

2019年

8月24日㊏・25日㊐
両日11:00開演（10:30開場）

・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

会場
神戸文化ホール 中ホール

全席自由・税込
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】147-693【通し券】780-439）
ローソンチケット 0570-084-005
（Lコード55728）
CNプレイガイド 0570-08-9999

チケット発売所

チケット発売日 2019年6月14日(金)
(24日券と25日券の2種)

チケット料金

1,200円一 日 券 1,800円
※未就学児童の入場はご遠慮ください。

二日通し券

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。

全国のオカリナ愛好家集まれー！

ゲスト出演

24日㊏ La carafa24日㊏ La carafa
オカリナフェスティバル in 神戸で出
逢い、2006 年よりデュオの活動を
開始。音楽の中で対話し共鳴する息
の合った演奏で、幅広い音楽の可能
性を追求する。国内での演奏の他、
台湾、ニューヨークのカーネギー
ホール等で演奏を行う。ともにオカ
リナセブンメンバー。2019 年 3 月
にノベルノート＋（クロス）に改名。
「音符がつむぎだす小さな物語」と
いう意味を込めている。

女性４人組のオカリナ奏者　ラ・カ
ラファは、アンサンブル（合奏）を
得意とし、ハーモニーの美しさを大
切にした音作りに励んでいます。ク
ラッシック、映画音楽、ポップス。
様々なジャンルの楽曲をオカリナ用
にアレンジし、オカリナの可能性や
楽しさを追求し続けています。８種
類の音域のオカリナの他、フルート
も取り入れ演奏に工夫をこらしてい
ます。
2013 年より本格的に活動を開始し、

2014 年に「Ocarina Favorite Songs」で CDデビュー。「La carafa（ラ・カラファ）」
とは、オカリナの音域が最低音のラから最高音のファであることにちなんでいま
す。

25日㊐ ノベルノート＋25日㊐ ノベルノート＋

La carafa（ラ・カラファ）
柴野麻由美　辻千佳　平井友季子　平田瑠香

（左より）辻千佳、柴野麻由美、平田瑠香、平井友季子 （左より）むとうさちこ、植田篤司

むとうさちこ
ソロ、デュオでの演奏の他、オカリナセブン、
スイートポテトオカリナ合奏団メンバーとし
て活動。また音楽療法士として病院・施設等
で音楽療法を行っている。NHK文化センター
神戸教室、カワイ音楽教室梅田センター、名
古屋芸術大学生涯学習講座講師。日本音楽療
法学会認定音楽療法士。

植田篤司
オカリナ演奏家、編曲家、研究家としてソロやア
ンサンブルによる演奏、楽曲アレンジ、また国内
外の歴史あるオカリナを自宅スタジオに多数展示
し、オカリナの歴史文化や楽器の研究をしている。
多くの教室にて指導を行っている。雑誌 Ocarina
（アルソ出版）にてコラム連載中。

ピアノ：松﨑由美ピアノ：島﨑純子



出場者の皆さま ※下記データは、6 月 11 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24日土　11：00〜
出演順 グループ名 活動エリア
1 オカリナグループすみれ 香川県高松市
2 リーナウェンディ 神戸市兵庫区
3 スイトピー 尼崎市
4 古家健太郎 奈良市
5 リーナリーナフォーエバー 西宮市
6 Bitter&Sweets 西宮市
7 つづれ音 京都市
8 Duo レラ 大阪市
9 ウェンズディ・ローズ 神戸市兵庫区
10 DuoLibra 大阪市
11 音故智新 京都府舞鶴市
12 飛田雄一 神戸市灘区
13 岡村地佐久 京都市
14 しゃぼん玉 神戸市
15 美鈴（みすず） 神戸市東灘区・芦屋市
16 園山洋史 神戸市
17 笛っ子 神戸市中央区
18 Favorite（フェイバリット） 大阪府豊中市
19 こ～ぽっぽ 大阪府堺市
20 どんぐり 京都府
21 そよ風 神戸市西区
22 マダム・ピーナッツ 神戸市灘区
23 K ３の風（トリプル K の風） 大阪府箕面市
24 Ocarina Cantare（オカリナカンターレ）西宮市
25 岡リナ 香川県綾歌郡
26 ひまわり 明石市
27 リーナ・ローズ 大阪市
28 リーナ・レインボー 奈良市
29 プラゼール 大阪市

休　憩
30 マド 香川県丸亀市
31 牧村章利 大阪市
32 オカリナ・ルーチェ 神戸市
33 ぱいんきゃんでぃ 大阪市・岸和田市
34 さくらそう 尼崎市
35 ウスユキソウ 宝塚市
36 M.O カリナ 奈良県大和郡山市
37 後藤はるみ 尼崎市
38 花音 大阪府交野市
39 越後の吹狂 新潟市
40 MOE（もえ） 尼崎市
41 宮原基政 広島県府中市
42 楽音楽～ RANERA ～ 滋賀県
43 流音華（ルネカ） 福岡県
44 Son ♡ Kun 神戸市
45 リーナ☆ステップ 大阪府豊中市
46 リーナ・ブルー 大阪市
47 オカメインコ 神戸市
48 皐月会 神戸市
49 CLOVE 大阪府高槻市
50 遊悠笛（ゆうゆうぶえ） 加古川市
51 リーナ★ドリーム学園前 奈良市
52 パイレーツ 神戸市中央区
53 オカリナアンサンブル Four Seasons 神戸市西区
54 オカリナポッポ 神戸市西区
55 わたげ 大阪市
56 オカボックル（男子部） 大阪府四條畷市
57 ドリームズ 神戸市兵庫区
58 ワン☆ピース 神戸市中央区

ゲスト演奏：La carafa

8月25日日　11：00〜
出演順 グループ名 活動エリア
1 カトレア 神戸市
2 オカリナアンサンブル「ぴくにっく」大阪府高槻市
3 宇野哲夫 &YAM 大阪府池田市
4 アンサンブル・ペガサス 姫路市
5 野口義廣 京都市
6 嵯峨裕之 西宮市
7 スオナーレひばり 川西市
8 Akiko 西宮市
9 リアン 大分市
10 オカリナアンサンブル華 京都市
11 オーソレミーオ 神戸市中央区
12 秦昌子（ギター伴奏土居宏） 洲本市
13 入江泉 大阪府池田市
14 かぷち～の 大阪市
15 ペペロミア 大阪市
16 グッチー 名古屋市
17 オカリナアンサンブル宙（そら） 神戸市
18 オカリナ「潮の音」 広島県尾道市
19 じゃんけんポン 三木市
20 アマリリス 加古川市
21 ひなたのみどり 奈良県大和郡山市
22 カリーナ・ノンナ 神戸市
23 ナビ・パストラーレ・ハーモニー 神戸市
24 浅野亜佐美 神戸市
25 荒木和美 伊丹市
26 小さいくまさんズ 川西市
27 風和（かぜなぎ） 大阪府泉南市
28 オカリーナ・アミカ 神戸市
29 サニー 大阪府高槻市

休　憩
30 なっちゃんず 明石市
31 KF フォーラム 神戸市中央区
32 K. かぼす 神戸市垂水区
33 オカリナシンフォニー ブーケ 大阪府高槻市
34 美山オカリナアンサンブルぐ～す 京都府南丹市
35 オカリナサークル “夢笛” 京都府八幡市
36 窪田敏幸 加古川市
37 とおんずオカリナアンサンブル 大阪府富田林市
38 メロディー 神戸市
39 心空（ココカラ） 神戸市
40 Duo 和 宝塚市
41 ocarina company 結 大阪市
42 ラルモニア 大阪市
43 高田宗則 大津市
44 Kitty（キティ） 西宮市
45 JI-RI 神戸市
46 オカリナパンダ 神戸市
47 ひふみ～な 大阪府豊中市
48 HIGH-FIVE 宝塚市
49 オなカリーナ 京都府宇治市
50 ピリカ 京都府舞鶴市
51 ナチュラル 神戸市
52 オカリナ De ～あい 大阪府泉大津市
53 サナーレ 京都市
54 原田の森♬トトロ 神戸市灘区
55 オカボックル（女子部） 大阪府四條畷市
56 オカチェリーナ 神戸市西区
57 梶野恭子 大阪府松原市
58 チェルキオ 神戸市中央区

ゲスト演奏：ノベルノート +


