
                             フェス参加バンドの皆様、

今年も宝塚フェス、ご参加いただき、ありがとうございます。毎年、プログラムに当た

っては皆さんのご希望に添えるように一生懸命考えるのですが、100 を超えるバンド（

今年は 110 バンド）すべてに満足していただけるように組むのは物理的に不可能なこと

をご承知置きのうえ、よろしくご協力ください。

また、以下のバンドのエントリーが、当方のミスでプログラムに記載漏れとなってしま

いました。心からお詫び申し上げます。いずれのバンドも当日、現地で対応させていた

だきます。申し訳ありませんでした !

                     ●ハシオカショー（兵庫）

                               金曜日の夜のエントリーが漏れていました。

                     ●ジャカジャカボーイズ（神戸）

                     ● Westbound Coast Liners（姫路）

                     ● OVERDUE（神戸）

                        以上３バンドは土曜日のエントリーが漏れていました。
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第 40 回宝塚ブルーグラス・フェスティバル
　1972 年 8 月 26 ～ 27 日、兵庫県宝塚市北部、千刈水源地の北側にある国の重要文化財、波豆八幡

神社の本殿で『第 1 回宝塚ブルーグラス・フェスティバル』を開催してから 40 年、……「ブルーグラ

ス」というタイトルだけで集まった仲間たちとすばらしい時間をありがとう !!　そしてこれからの○年、

来月 100 歳を迎えるビル・モンローが創ったすばらしい音楽、みんなで守っていきたいと思いながら

……、みなさん、ありがとー !!　そして、40 回目の宝塚ブルーグラス・フェスへ、ようこそ !!
　宝塚フェスは、外部への広報を行わず、自然で自由なブルーグラス空間を目指してきました。その

趣旨をご理解いただいて無事故で 39 年間、続けられたのも、皆さんとの協力関係の賜物だと思ってい

ます。野外フェスのルールとマナーを守って、自由なブルーグラス解放区へのご協力、よろしくお願

いします。■フェス・チケットは必ず腕に常時着用して下さい。参加費は高校生から必要です。
【ブルーグラス・フェス・エリア】
　会場は下界の一般道路から進入方向左側、三田アスレチックの山側のみを使います。それ以外の場

所での「音曲」や「騒乱 !?」は一切禁止です。周辺の住民の方々に迷惑をかけないよう、また地元の方々

と円滑な関係を保つよう、スタッフや看板の指示に必ず従って下さい。

【ゴミは各自で始末をお願いします !!】
  「三田アスレチック」ではお客様のゴミは各自でお持ち帰りのお願いをしています。また三田市の焼

却場には、必ず以下の４通りに分別して下さい（ゴミ袋はフェス受付まで）。

■ 燃えるゴミ（生ゴミも含む）  ■ペットボトル（キャップ別）  ■空きカン  ■空きビン
【キャンプ・サイト使用、節水】
　ステージ観客席以外のサイト使用には、テントや独立したタープの有無に関わらず専有場所には１

日につき \2,000（フェス割引料金）が必要です。ブルーグラス・フェスに特別な配慮をいただいてい

る三田アスレチックに、ご理解をお願いします。また、当地の水源は地下水を利用しています。生水

の飲用は避けてください。また、節水のご協力をお願いします。

【飲食関係】
　今年も神戸大学ブルーグラスの有志が、クラブ活動費の一助に模擬店をします。ぜひご協力、ご利

用ください !!　なお、カナディアン大磯の食堂は予約のみとなっていますので、ご了承ください。

グリル六甲 
カレー 500 円、フランクフルト 200 円、ホットドッグ 400 円、ビール 350 円、カルピス 150 円、お茶

150 円、サイダー ( 小 )100 円　（金曜と土曜の５時開店 !）

【シャワー、岩風呂、プール、アスレチックなど】
　岩風呂の使用については必ずカナディアン大磯の受付けにお申し出下さい。

岩風呂のご利用は１回 \300-（午前８時～午後 10 時まで）です。また温水コイン・シャワーはウッディー

ホールの裏、１回 \100-（24 時間使用可）。

　遊戯施設は別料金が必要ですが、フェスのチケットを明示すれば、フェス期間中に各施設を自由に

使用できるリスト・チケット \500-( 小学生から）が発行されます。ご利用の方は、カナディアン大磯

の受付けにお申し出下さい。くれぐれも、遊戯施設の無断利用はおやめください。施設の繁栄もフェ

スの一部ですので、是非ご利用下さい。

【宿泊、ロッジ・バンガロー／大部屋】
　宿泊に関しては、すでに予約でほぼ埋まっているとのことです。宿泊に関してお困りのことがあり
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ましたら、お早めにフェス受付にお申し出ください。

■その他、御不明な点などありましたら、フェス受付までお尋ね下さい。

【メイン・ステージ出演バンドの方へ】
　万全を期しましたが、プログラムにバンドの掲載洩れや間違いなどがありましたら、お申し出下さい。

また、土曜夕の到着バンドが多いため、土曜日のプログラム全体が受付時のご希望より前倒しになっ

ています。問題の生じたバンドには対処しますので、お申し出下さい。

　各バンド 10 分づつ（バンド交代・マイクセットを含め）ですので、出演５分前にはステージ横にス

タンバイください。ほんと、心苦しいことですが、２曲（スローな曲が含まれる時）か、３曲（テン

ポの良いスタンダード曲）でお願いします。10 分とは言語道断 !! とは思いますが、ご理解いただき、

宝塚フェス名物 !?……お許し下さい。

【 B.O.M. サービスほか、売店】
　会場では主催の B.O.M. サービスが、最新 CD や DVD、フェス限定処分格安 CD、月刊ブルーグラ

ス専門誌「ムーンシャイナー」のフェス限定オマケ付きお徳用年間契約などを販売しています。また、

ブルーグラスや楽器などに関するご質問など、ご遠慮なくお尋ね下さい…。そのほか、出店している

のは、いずれもブルーグラス仲間の模擬店です。いろんなブースもお楽しみください。

The 40th Annual Takarazuka Bluegrass Festival 2011
August 4th, Thursday Concert（木曜日、メインステージ）

　宝塚フェスのオープニング・ナイトを楽しみます。

　コンサートは午後 9 時から、現地で臨機応変にプログラムします。飛び入り参加も大歓迎 !!　

August 5th, Friday Workshop （金曜日）
　B.O.M. スタッフによる各楽器別ワークショップです。当日の様子に応じてステージ周辺の涼しい木

陰にて行います。初心者も、中級者も、奮ってご参加ください。もちろんワークショップの時間外にも、

楽器のこと、演奏法、ブルーグラスのことなど、どんなことでも、お気軽に B.O.M. スタッフにお問い

合わせください。

● 2:30 ～ 3:30pm バンジョー・ワークショップ

● 4:30 ～ 4:30pm     ギター・ワークショップ

● 4:30 ～ 5:30pm マンドリン・ワークショップ

● 5:30 ～ 6:30pm   フィドル・ワークショップ

August 5th, Friday Evening Concert（金曜日、メインステージ）
pm 7:00- :12　つくつくぼうし（名古屋大学）

          :12- :24　モスコミュール（名古屋大学）

          :24- :36　まろんまかろん（神戸大学）

          :36- :48　全日本フラットマンドリン演奏普及振興協同組合名古屋支部（名古屋大学）

          :48- :00　キペペオ（名古屋大学）

pm 8:00- :12　ベイカーズ・ダズン（兵庫）

         :12- :24　アーリーズ・エンジェル（東京）

         :24- :36　小寺拓実（神奈川）

         :36- :48　しおとも（奈良）

         :48- :00　レモンスライス（大分）

 pm 9:00- :12　Daisyhill　デイジーヒル（大阪）

         :12- :24　トンブクトゥ・ブラザーズ（大阪／兵庫）

         :24- :36　harmoni（ハルモニ）（東京）

         :36- :48　レモン・アグリアズ・ラッカン・ハーツ・クラブ・バンド（大分／兵庫）

         :48- :00　Poppin’ Momma（大阪／兵庫／岡山）
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pm10:00- :12　森繁 昇（ハワイ）

          :12- :24　RAKKAN（兵庫）

          :24- :36　イコマ・マウンテンボーイズ（大阪／京都）

          :36- :48　SHIN & MARO（シカゴ／兵庫）

          :48- :00　Lily Lenlen とボーイフレンズ（神奈川）

pm11:00- :12　PLAYS BILL MONROE（埼玉／兵庫）

         :12- :24　MR. シュガーベイブ BAND（神戸）

         :24- :36　越田家（東京）

         :36- :48　Foggy Mountain Grass（関西）

         :48- :00　地球ブルーグラスバンド（不詳）

am12:00- :12　HoneyCookies（東京）

         :12- :24　千日前ブルーグラスアルバムバンド（大阪）

         :24- :36　ジョッシュ大塚バンド（almost 45）
　 　:36  ～ 　Tribute to Hazel Dickens
                         Tribute to Kenny Baker
　　　　　　　...and Bill Monroe 100th Birthday Celebration Jam
    神戸大学主宰『宝塚あみだジャム・コンテスト～学生から社会人まで～』

August 6th, Saturday Concert（土曜日、メインステージ）
 am  9:30- :40　神戸大学顔見世

          :40- :50　名古屋大学顔見世

          :50- :00　ハシオカショー

      10:00- :10　まろんまかろん（神戸大学）

          :10- :20　キペペオ（名古屋大学）

          :20- :30　角刈りハイボール（神戸大学）

          :30- :40　全日本フラットマンドリン演奏普及振興協同組合名古屋支部（名古屋大学）

          :40- :50　鍛高譚（神戸大学）

          :50- :00　中井 均（兵庫）

     11:00- :10　MR. シュガーベイブ BAND（神戸）

         :10- :20　Lily Lenlen とボーイフレンズ（神奈川）

         :20- :30　しおとも（奈良）

         :30- :40　小寺拓実（神奈川）

         :40- :50　姫路ブルーグラス（兵庫）

         :50- :00　Daisyhill　デイジーヒル（大阪）

     12:00- :10　ベイカーズ・ダズン（兵庫）

         :10- :20　イコマ・マウンテンボーイズ（大阪／京都）

         :20- :30　escargot（名古屋大学）

         :30- :40　グラスフィール（阪神）

         :40- :50　かめへんず（奈良）

         :50- :00　Unripened　Stringplunkers（名古屋大学）

pm 1:00- :10　ラッシー（京都）

         :10- :20　矢野バンド（高知）

         :20- :30　スライスチーズ（兵庫）

         :30- :40　ラムファン＋（ラムファンプラス）（大阪）

         :40- :50　Regulus（名古屋大学）

         :50- :00　Wonder Drug（大阪）
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       2:00- :10　PLAYS BILL MONROE（埼玉／兵庫）

         :10- :20　辻堂ミッドナイト・ランブラーズ（神奈川）

         :20- :30　DRINK BAR SPECIAL（奈良）

      :30- :40　ぽんかん（神戸大学）

      :40- :50　Bluegrass Skyline（沖縄）

      :50- :00　田頭　啓介（K.R.T）（兵庫）

    3:00- :10　アーリーズ・エンジェル（東京）

      :10- :20　でるでるぼうず（大阪）

      :20- :30　Mountain Bows（兵庫）

      :30- :40　リラック・マウンテン・ボーイズ（滋賀）

      :40- :50　阪神ブルーグラスクラブ（兵庫）

      :50- :00　THE AVENUE（兵庫）

    4:00- :10　阪神パークがないでしょ（兵庫）

      :10- :20　湘南ラビッツ（神奈川）

      :20- :30　FITS（大阪）

      :30- :40　ライブワイアー（兵庫）

      :40- :50　Happy Mountain Boys（神戸大学）

      :50- :00　モンローズ・ウォーク（兵庫）

    5:00- :10　千日前ブルーグラスアルバムバンド（大阪）

      :10- :20　harmoni（ハルモニ）（東京）

      :20- :30　青天アコースティックバンド（大阪）

      :30- :40　Poppin’ Momma（大阪／兵庫／岡山）

      :40- :50　阿武山サンデーピッカーズ（大阪）

      :50- :00　ニューウッディーベル（東京／神奈川）

    6:00- :10　It’s Crying Time（兵庫）

      :10- :20　カントリーウイングス（大阪）

      :20- :30　Kenneth Mandolin Club（神奈川／高知）

      :30- :40　千里マウンテンボーイズ（兵庫）

      :40- :50　パーシャル・グラスアバウツ（岡山）

      :50- :00　富士鷹ナッシュビル（東京）

    7:00- :10　ブルーグラス・ナッツ（大阪）

      :10- :20　Morning Break（東京）

      :20- :30　カントリービール（兵庫）

      :30- :40　ザ カルブレイス（神戸大学）

      :40- :50　Yjamgrass（兵庫）

      :50- :00　Ｇメン ’66（京都）

    8:00- :10　レモンスライス（大分）

      :10- :20　old aki-yoshi time  ( オールド・アキ－ヨシ・タイム )（三重）

      :20- :30　Limited Time（大阪）

      :30- :40　キシモト歌謡学院（京都）

      :40- :50　Shino & Beans（京都）

      :50- :00　Bluegrass Time Service（阪神間）

    9:00- :10　原さとし＆谷村順造（神奈川／兵庫）

      :10- :20　Bluesville A．C.（大阪）

      :20- :30　森繁 昇（ハワイ）

      :30- :40　Tori Unit（大阪）
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      :40- :50　ぽっとでいじー（大阪）

      :50- :00　越田家（東京）

  10:00- :10 レモンスライス・アルバムバンド（大分／京都／滋賀）

      :10- :20　ひさえ＆フレンズ（大阪／京都／奈良）

      :20- :30　Hurry & Friends（東京）

      :30- :40　サザン・マウンテン・ボーイズ（関西大学 OB）

      :40- :50　三田ブルーグラスバンド（兵庫）

      :50- :00　RAKKAN（兵庫）

  11:00- :10　HoneyCookies（東京）

      :10- :20　KIND OF BLUE（兵庫）

      :20- :30　ブルーグラス☆ポリス（東京）

      :30- :40　Bluegrass Mountain Boys（滋賀／大阪／京都）

      :40- :50　Sunny Village（東京／神奈川／愛知）

      :50- :00　チャーチバックトリオ（兵庫）

  12:00- :10　Sugar On Top（京都）20 時半

      :10- :20　ビギンズ＆エンズ（東京／ナッシュビル）

      :20- :30　It’s  About Time
      :30- :40　稲葉和裕 with フレンズ（大阪）

      :40- :50　親分と極道（愛媛／京都）

      :50- :00　グッド・トゥー・ブルー（奈良）

am1:00- :10　バンジョー数珠つなぎ 40（バンジョーピッカー集合 !）
       :10- :20　秋元慎バンド（兵庫）

       :20- :30　戸田クリニック音楽部（大阪）

       :30- :40　むーんすたーもんすたー（大阪）

       :40- :50　きなこもち（神戸）

       :50- :00　とも様キングス（大阪／兵庫／東京）

August 6th, Saturday Master 痴 Workshop（土曜日、サブステージ）
（マスターピッカーたちのワークショップです。奮ってご参加、ご質問ください !!）

●マンドリン・ワークショップ （1:00 ～ 2:00pm）with 宮崎勝之

●ドブロ・ワークショップ    （2:00 ～ 3:00pm）with 星川大志

●バンジョー・ワークショップ （3:00: ～ 4:00pm）with 宮本 有
●ギター・ワークショップ    （4:00 ～ 5:00pm）with 上尾光邦

●フィドル・ワークショップ    (5:00 ～ 6:00pm)  with 渡辺三郎

●ボーカル・ワークショップ   （6:00 ～ 7:00pm）with 稲葉和裕

August 7th, Sunday Concert（日曜日、メインステージ）
　日曜日のメイン・ステージ、出演希望バンドは、土曜日夜のコンサート終了時、メインステージ前

に各バンドの代表者がお集まりください。その場で日曜日のプログラムを組みます（15 分枠予定）。　

すでに出演したバンドも、また、二の足を踏んでるミュージシャン／バンドも、奮ってご参加ください。

今年の事前エントリーは、「ぶるぅじーんず（千葉）」と「ブルーグラス・バンケット（大阪）」です。

彼らを優先に、出演希望各バンドの帰宅時間に合わせてプログラムします。

 am9:00 ～ 9:30 森繁昇ゴスペル・タイム

   　9:30 ～  オープン・ステージ 
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皆さん、今年もフェスご参加、心からお礼申し上げます、ありがとうございました !!

来年、第 41 回記念宝塚ブルーグラス・フェスは 2012 年 8 月 2 日から 8月 5日の予定です。

われわれ、B.O.M. サービスは、ブルーグラス CD や DVD、教則モノや楽器などの通販、ブルーグラス

月刊誌「ムーンシャイナー」の発行など、みなさんのブルーグラスな生活をお手伝いしています。な

にとぞ、よろしくお引立てください。では、また１年後……!!

（渡辺敏雄、渡辺三郎、秋元 慎）

㈱ビー・オー・エム・サービス http://www.bomserv.com
〒 665-0846 宝塚市川面 6-5-18　tel:0797-87-0561  fax:0797-86-5184  info@bomserv.com
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