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Lino Coconuts
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ジュディ八田＆ココナッツジャム

ボサノヴァ、ラテン、ジャズから昭和歌謡まで・・・
夏にピッタリの音楽で涼しさ全開！

8/26.MON.
メセナひらかた（2F 多目的ホール）
14:00開演(13:30開場)
■入場料（税込・全自由席）
前売 2,000円 （前売のみ高校生以下 1,000円）
当日 2,500円

♪出演ミュージシャン♪
八田亜哉香 “Judy” Hatta Ayaka：Vocal
樋上 裕子 Hiroko Hinoue：Flute
中里 美沙 Misa Nakazato：Flute
樋上 千聡 Chisato Hinoue：Piano
中山 隆志 Takashi Nakayama：Guitar & Ukulele
堤下 功一 Koichi Tsutsumishita：Bass
高橋 延吉 Nobuyoshi Takahashi：Drums
西村コージ Koji NIshimura：Percussion
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メセナひらかた

ご挨拶 「ココナッツ ミュージック フェスティバル2013」開催にあたって
一昨年の東日本大震災、そして原発事故。この未曾有の大災害、事故を前に遠く離れた関西に住む者が、そしてミュー
ジシャンは何が出来るか？何をすべきか？・・・
多くの関係者と話をする中で、やはり音楽を通じて、オーディエンスもミュージシャンも元気になって、「被災者の皆さ
んに一日も早く幸せな生活が戻りますように！」との思いを義援金という形でお届けすることではないか？という一つ
の答えを出し、具体的なコンサートとして 2011 年８月 22 日に第 1 回の「ココ・フェス」を開催いたしました。非被
災地に住む者にとっては随分前のように思えてしまう出来事でも、被災地にとっては、まだまだ長い復興への道程が
始まったばかりです。本当に復興するまで私たちは少しづつではありますが末永く応援コンサートとして続けていこう
との思いで、今回第 3 回を開催いたします。今一度、広範囲にわたる被災地に心を寄せて頂き、皆様の温かなご支援
のお気持ちを分けて頂けますよう、お願いを申し上げます。
出演する２バンドは本当に楽しく、夏にふさわしいアコースティックで涼しげなサウンドで皆様を心地よい南の島？へ
お連れいたします。
ぜひぜひご家族、お友達をお誘いの上、お越しください。出演者、スタッフ一同、心よりお待ちしております。　　　　

主催者代表：樋上千聡

京阪電車「枚方市」駅 徒歩約７分
〒573-1191 
大阪府枚方市新町2-1-5
Tel. 072-843-5551

リノ・ココナッツ CDのご案内

CR-002

Flight to Island
Lino Coconuts & 
The Bossanowaiians
フライト・トゥ・アイランド
リノ・ココナッツ＆ザ・ボザノワイアンズ

First Flight
Lino Coconuts
& Friends
フライト・トゥ・アイランド
リノ・ココナッツ＆フレンズ

CR-001
定価￥2,100 定価￥2,625

Lino Coconuts
2nd.CD1st.CD

Relaxing & Smooth Music Duo

Lino Coconuts

■チケットお申込み、お問合せ
シーズスパイス
Tel. 090・1026・4320（ヒノウエ）
Fax. 06・6392・0414
E-mail ： csspice@me.com
① お名前 ② 電話番号（メールの場合は不要） ③ チケット枚数（一般、高
校生以下の種別） を必ずお伝えください。なお電話でのお申し込みにつ
いては留守番電話になることがありますので、その際はメッセージとして
①～③の事項を録音してください。折り返し確認の電話を入れさせて頂き
ます。

■出　演

・ このコンサートの収益の一部を、東日本大震災復興のために日本赤十字社を通じて寄付させていただ
  きます。また当日会場にて募金箱を設置いたします。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

・ 表記しています演奏曲目が変更になることもございます。予めご了承ください。

・・ 会場の駐車場には限りがございます。なるべく公共交通機関をご利用ください。

・ 主催のシーズスパイスは枚方の「総合文化会館の建設を進める会」を応援しています。

リノ・ココナッツは枚方市在住の樋上
裕子（フルート）、樋上千聡（ピアノ）に
よるデュオ＋バンドによるユニット。
“Lino”はハワイ語で「輝く」という意味
で、ハワイの陽射しや海の輝きのよう
に、身も心もほっこり、ゆったりできる
感覚を音楽に求め、2006 年より活
動。音楽専門誌『ザ・フルート』や「FM
ひらかた」でも紹介される。［美しいメロ
ディー＋JAZZY なサウンド＋南国のリ
ズム＝大人のリゾート・ラウンジ・ミュー
ジック］をコンセプトに、世界のポピュ
ラーミュージックをトロピカルムード
たっぷりのスパイスを効かせて演奏し
ている。これまでに２枚のアルバムをリ
リース。各方面から「本当にいつもゆっ
たりできる」と大好評。

♪演奏曲目（予定）・・・
コーヒー・ルンバ／イパネマの娘／虹の彼方に／
天国のような島／オー・ジンジャー！・・・ほか

リノ・ココナッツ　

きもち、ほっこり。ココロ、ゆったり。南国ムード満点の爽やかラテン！ 旧き佳き昭和のエッセンスが蘇るエンタテインメント・ミュージック！

ジュディ八田 ＆ ココナッツジャム
2008 年に結成。ヴォーカル、ピアノ
（＋ピアニカ）、ギター（＋ウクレレ）、
ベースの４人編成。主に旧き佳き昭和
の流行歌を中心にオールドスタイルの
軽音楽（ジャズ、ハワイアン、ラテンな
ど）をオリジナルアレンジで演奏。
ヴォーカルのジュディ八田（八田亜哉
香）は、京都市立芸術大学声楽科を卒
業後、「劇団四季」にて約９年間ミュー
ジカル女優として活躍してきた歌唱
力、表現力とも抜群の正統派の歌手で
ある。またバンドメンバーは、オールド
スタイルのポピュラーミュージックの
演奏に特に長けた腕前を持ち、国内の
みならずヨーロッパ、アメリカ本土、ハ
ワイなどワールドワイドに活躍。ある時
はスウィンギーなリズムを刻み、またあ
る時は哀愁を帯びたサウンドを響か
せ・・・高い音楽性とエンタテインメ
ント性をお楽しみ頂けるバンドです。

八田亜哉香 “Judy” Hatta Ayaka ヴォーカル
樋上 千聡 Chisato Hinoue ピアノ
中山 隆志 Takashi Nakayama ギター、ウクレレ
堤下 功一 Kohichi Tsutsumishita ベース
ほか

樋上 裕子 Hiroko Hinoue フルート
中里 美沙 Misa Nakazato フルート
樋上 千聡 Chisato Hinoue ピアノ
中山 隆志 Takashi Nakayamaギター、ウクレレ
堤下 功一 Kohichi Tsutsumishita　ベース
高橋 延吉 Nobuyoshi Takahashi  ドラムス
西村 コージ Koji NIshimura パーカッション

♪演奏曲目（予定）・・・
蘇州夜曲／ブンガワン・ソロ／東京の花売り娘／
鈴懸の径／南国の夜／・・・ほか

■会場：メセナひらかた 多目的ホール

会場の駐車場には限りがござ
います。なるべく公共交通機
関をご利用ください。


