-FIRST ALBUM-

音楽舘Ⅱ信

音楽舘③昧

音楽舘④EVER

いつでもライブは、僕らの夢だった。 この街にしかない音楽たちが、ここに集う時、
こだわりは生き様に変わり、僕等の夢が文化になる。 ★ We believe Hearty Music ★

通 信
TAPE LAB-8606/1986

CD LAB-9507/1995

[Ｓide：Ａ]
①、涙に向かって/八木 たかし
②、こ ん な 朝 は/晴 香
③、平 社 員/瀬戸川 美貴男
④、海が大きく映るのは/角南 冨美子
[Ｓide：Ｂ]
①、僕は君のｽｰﾊﾟｰﾏﾝ/那須 忠広
②、一 枚 の 絵/水田 雅巳
③、白衣のぬくもり/林悦子/菊池純子
④、忘れかけた絆/赤澤 けんじ

風よ伝えて

1979 ①/LP
LAB-7901

我古里

1982 ②/LP
LAB-8202

①、ガラスの夢と宝の地図/Jackie
②、We WillL Ｇone/ESCALATORS
③、オール ウエイズ/水貝 俊一
④、線 香 花 火/みずた まさみ
⑤、純
情/根岸 静之
⑥、平和という名の・/岡崎ファミリー
⑦、空と海のｾﾚﾅｰﾃﾞ/瀬戸川 美貴男
⑧、ＫＵ ＲＡ ＳＨＩ ＫＩ/大西 哲冶
⑨、今を生きる子どもたちへ/片岡 優
⑩、その時のために/八木 たかし

CD LAB-0714/2007 ￥2000①、into the street/Jackie
②、い ち ご オ ー レ/め ぐ み Y
③、備 前 平 野/乙倉 史明
④、人生・さちのイブ/た ば さ
⑤、ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞ・ｻﾗﾘｰﾏﾝ/瀬戸川 美貴男
⑥、地 球 の 唄/水田 GAKI
⑦、Ｗｏｒｋｓ 115/湯浅 佑一
⑧、ﾀｲﾑﾏｼｰﾝﾀﾞﾝｽ/言えればいいのに･･
⑨、陽 だ ま り/Shin
⑩、イ チ ョ ウ の 木/ま る
⑪、し あ わ せ/那須忠 広
⑫、がんばれの唄/真ちゃん＆和ちゃん

①、Good Morning ～ /Jackie
②、四 十 路 前/乙倉 史明
③、卒
業/ま き
④、ここから始めよう/た ば さ
⑤、僕は君のｽｰﾊﾟｰﾏﾝ/那須忠 広
⑥、臙 脂 色 /家 鴨
⑦、曼 珠 沙 華/瀬戸川 美貴男
⑧、そ の ま ま で/八木 たかし
⑬、つなぐ手と手/竹内 弘海
⑭、私の孤独/八木 たかし
⑮、あなたに会えて/高橋 清文

あした天気になぁれ 空にあこがれ REMENBERANCER その時のために

1984 ③/TAPE
LAB-8403

1988 ④/歌集
＆エッセイ

1991 ⑤/TAPE
LAB-9105
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CD LAB-1018/2010 ￥1500-

1991 ⑥/TAPE
LAB-9106

★http : //ww3.tiki.ne.jp/~t-yagi/
●PUBLIC STUDIO 音楽舘/サウンド・ラボ企画
●〒710-0043 岡山県倉敷市羽島647-16 TEL.086-434-2723 FAX.086-434-2726

[BEST 45]
音楽舘 KING OF THE LIVE 総合集計
1993 年 09 月～2017 年 0３月 (６１４組) ■ 有効/１９０３４票
ライブを開催し、出演されて音楽舘を支え盛り上げてくれた、ミュージシャンたち

そのままで

1999 ⑦/CD
LAB-9908

八木たかし作品集
※ライブ会場での御購入は・・・・・ １枚：￥2000- / ２枚：￥3000- / ３枚：￥4000- / ４枚：￥5000※通販を御希望の方は、郵便振替口座 ０１２７０-３-１４５２５ サウンド・ラボ企画 を御利用下さい。定価代金（〒送料含む）備考欄に、作品集NO.を明記下さい
３０周年コンサート

田辺和雄との世界

21

2001 ⑧/CD LAB-0109
定価\3000-/18 曲LIVE
⇒￥２０００-

ポスター

2004 ⑨/CD LAB-0410
定価\2500-/14 曲
⇒￥２０００-

STAFF ジャンパー

ステッカー

阪口和世との世界

BEST SELECTION

遠いあの日の子守唄

その時のために

2005 ⑩/CD LAB-0512
定価\2500-/14 曲
⇒￥２０００-

2009 ⑪/CD LAB-0916・0917
定価\4500-/31 曲 (2 枚組)
⇒￥３０００-

缶バッヂ

〒710-0043
岡山県倉敷市羽島 647-16
音楽舘
TEL.086-434-2723
FAX.086-434-2726

＊入場者アンケート投票！音楽舘ライブ参加・出演・集客数・等を獲得票に。全総合集計
結果は、音楽舘ロビーに掲示。年間ＫＩＮＧは、写真も掲示。ＢＥＳＴ100 は、HP で公開

順.位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

名 前/出 演 ラ イ ブ/地 域
八木たかし/＠Home Live/倉敷
ASHTAR/ｱｺﾌｪｽ/VANVAN/倉敷
瀬戸川 美貴男/VANVAN/岡山
た ば さ/紙風船/VANVAN/倉敷
岸部 眞明/インスト/大阪
松山 隆宏/ケ メ/東京
大森 正義/＠Home Live/岡山
水田 GAKI/FS/VANVAN/岡山
小松原 俊/インスト/東京
井上まさき/企画/VANVAN/倉敷
家
鴨/企画/VANVAN/岡山
Ｓｈｉｎ/ＦＰＳＧ/インスト/岡山
ま
る/ＦＰＳＧ/インスト/倉敷
高尾 和樹/ＦＰＳＧ/インスト/岡山
Jackie Browne/Rocks/企画/大阪
川崎 晃平/CBF-SHOUT/倉敷
佐藤 茂/ＦＰＳＧ/インスト/総社
Ｒｅａｌｉｚｅ/Rock Band/？
藤原 健志/ＦＰＳＧ/インスト/岡山
の
り/アコフェス/VANVAN/倉敷
中川イサト/インスト/東京
ま さ み/FS/VANVAN/笠岡
Ｔｈｅ Ｂａｎｋｅｅｓ/Band/？
ＭＡＲＵ/Band/？
めぐみＹ/アコフェス/VANVAN/東京
ぱっちわーく/VANVAN/倉敷
根岸 静之/VANVAN/早島
高橋 扶己/Ｇｉｔａｒ Ｌａｎｄ/岡山
黒瀬 大貴/VANVAN/倉敷
湯浅 佑一/ＦＰＳＧ/インスト/東京
Ｕ．Ｍ．/VANVAN/倉敷
ゆ
う/FS/VANVAN/倉敷
ＰＥＴＡ/ペータ/北海道
昌 己μ/ＦＰＳＧ/インスト/岡山
ゆ う な/VANVAN/倉敷
け
い/VANVAN/岡山
藤原シゲトシ/ＦＰＳＧ/インスト/静岡
ＧＡＧＹＵ‘Ｓ/Band/？
乙倉 史明/FS/VANVAN/岡山
別府 剛/VANVAN/倉敷
ＢＥＬＬ ＳＩＤＥ/Band/？
山本 雅敬/VANVAN/早島
ＴＯＭＯＺＩ/？
水貝 俊一/VANVAN/倉敷
桂 九雀/落語/大阪
2017 年 3 月 31 日、現在。

総得票
２０１１票
１００５票
９１４票
６９５票
６６８票
５１５票
５０２票
４６５票
４６３票
４０６票
４０１票
４０１票
３９１票
３８５票
３７３票
３４０票
３３１票
３３０票
３１５票
２８７票
２８５票
２７９票
２６８票
２６５票
２６３票
２５９票
２５５票
２５２票
２３７票
２２３票
２１８票
２０９票
２０６票
１９７票
１９５票
１８７票
１８４票
１８３票
１７６票
１６９票
１６８票
１６４票
１６３票
１４６票
１４６票

八木たかし

● あ し あ と

ＳＯＵＮＤ ＬＡＢ

音 楽 舘

■1986～2014 岡山木堂まつり

八木たかし

ＳＯＵＮＤ ＬＡＢ

＜1991～1992、建設風景＞

音 楽 舘

■1950、岡山県倉敷市に生まれる。小学校4 年生の頃から「詩」を書き始める。
中学2 年生の時から「ギター」を手にし、独学で弾き始める。高校で BAND 結成（Dr）
★MACKIE SR24 ～2010
■1969、大阪へ、働きながら唄い始め「淀川フォークソング連絡会議」を結成。初代議長就任
ＮＨＫ｢若いこだま｣出演。「うたの宿」「うたの里」に参加。「民唄開拓舎」結成。

■1990～2014 和気/藤まつり
SINCE 1992
■1979、作品集①/LP「風よ伝えて」制作（４面）

創作曲＜100 曲＞

■1979、倉敷へ PA レンタル業
「サウンド･ラボ企画」創設
倉敷市南町近藤ビル 1F

■1991、作品集⑤/TAPE｢REMEMBRANCER｣を製作（４面）
■1991、作品集⑥/TAPE｢その時のために｣を制作（４面） 創作曲＜200 曲＞
■1992/04、倉敷市羽島647-16
音楽舘内に事務所を移転
★RH152×２＋BOSE302×２

■1980、鹿児島へ呼ぶ会の主催で、鹿児島市･名瀬市･等、13 ヶ所でコンサート
■1980～青年団や市民団体での
八木たかしコンサート/
出演に PA 持込で企画
★YAMAHA A4115×４ ～1985

■1984/05、喫茶ウエダで「VAN VAN LIVE」を 100 回まで開催。 ～1991
■1984、作品集③/TAPE「あした天気になぁれ」を製作（４面）
■1984、おかやま COOP 主催の「生協祭り」等、約30 ヶ所でコンサート開催。
■1985、山陽放送TV[スタジオ１１]出演。「あした天気になぁ」「The Day Before」

■1998、倉敷市内公民館/等の主催で｢人権トーク＆コンサート｣を開始。
～現在、学校関係等にも広がり、２６０本の実績を超えて、継続中！

■1998、FOLK CAMP の精神を継承し
「ACOUSTEIC FESUTIVAL」開始
■1999、ホームページ開設
■1998、「ITO-GOFUKU」店内用CM ソング創作。県下全店内で放送中！
■1999、作品集⑦/CD｢そのままで｣を製作（４面）
■2000、NHK-TV｢きびきびワイド｣出演。子ども会と公民館ライブ密着取材。
■2001、倉敷市民会館・大ホール｢30 周年・我古里21 コンサート｣を開催。

★JBL 4560+2350×２ ～1987
■1981～高松農業高校「文化祭」
■1981～1991VAN VAN LIVE や
水島JUN JUN・新見ねむの木
金光谷間で唄おう１２３等企画
★BOSE 402×２/802×４～1995

■2001、作品集⑧/CD｢30 周年-我古里21-ライブ版-｣を製作（４面）
■2002、岡山市ソワニエ看護専門学校｢芸術文化｣講師就任。 ～継続中！
■2003、作品集⑨/CD｢ことばを下さい/田辺和雄との世界｣を製作（４面）
■2003、倉敷子ども劇場/各地｢あした天気になぁれ｣コンサート、開催。
■2004、九州～中国方面５ヶ所で、「いい夢みてね」ライブ開催

■1982、作品集②/LP「我古里(GAKORI)」を製作（４面）
■1982、岡山県青年団・各地の主催で「我古里」コンサートを 20 ヶ所で、開催。

■1983、山陽放送TV[奥さん 10 時です]出演。「西川哀歌」「ぶらんこ」
■1983、岡山県内外からのコンサート/出演依頼数が、年間100 本を超えた。

＜藤徳物産Big Fear/商談会＞
1984～1985、山陽ハイツ
1985～1990、浦安体育館
1991～ CONVEX 岡山
■1984～1992 おかやま COOP
生協祭り・八木たかし出演
コンサートに PA 持込企画
★TAGUTI-LAB×４/RH121×４

■1997～倉敷市役所５F 待機
★A/H GL2200 2003～2014
■2000、「Finger Picking Solo Guitar」始
■2002、偶数月の第三日曜日定例、
｢八木たかし＠Home Live｣開始
■2001～天城保育園夜の集い
ふれあいコンサート
★EV Sx500×２/Sx200×４

■2007、１５周年記念オムニバスＣＤ
「音楽舘③昧」を製作（４面）
★YAMAHA MG166ｃｘ-USB

■2005、作品集⑩/CD｢遠いあの日の子守唄/阪口和世との世界｣製作（４面）
■2006、３月：関西方面、５月：四国方面、ライブ企画開始。 ～継続中！

■1986、｢岡山FOLK CAMP｣を開始。
～1998 年、第10 回で終結！
■1986/05、倉敷市中庄中備産業
内に事務所を移転
２ｔトラック、配備！
■1986～和気閑谷高校「文化祭」

■2008、(株)荒木組のＣＭのバックに「そのままで」が採用され、放送中！
■2009、作品集⑪/CD「その時のために」BEST 版、２枚組を製作（４面）
■2010、「40 周年プレ企画ライブ」40 ヶ所で開催。
創作曲＜300 曲＞

■2015、総社市民会館・大ホール｢45 周年・我古里コンサート｣を開催。
■1987、山陽放送TV[スタジオ１１]出演。「虹の民」「サヨナラにい」「その時の」
■1988、山陽放送TV[スタジオ１１]出演。「ゆっくり」「人として」「その時のため」
■1988、作品集④/自伝エッセイ＆歌集｢空にあこがれ｣を製作（４面）
■1988、香川県丸亀お城まつり「愛の広場」に出演。～2004 年、連続17 年。
■1989、｢フォーク・スクール｣第１期生開校。 ～現在、25 期生＝７６人

■1994、録音業務・CD 製作開始。
■1995、オムニバス CD
｢音楽舘②信｣製作（４面）

＜1986～1998 FOLK CAMP 開催＞

■1981/06、美観地区「くらしき亭」で「VAN VAN LIVE」開始。
～1994
■1981、国立西奈良病院「合唱団パンダ」の演奏会に友情出演。 ～2008

■1982、倉敷子ども劇場唄う会「紙風船」開始。 ～2010/06

HP SINCE 1999
（Hill/A DATUM 24ｃｈ 1991～2008）

■1992/04/19、倉敷音楽舘 ＯＰＥＮ
■1992、「VAN VAN LIVE 101」再開！

■1986、創造集団音楽舘TAPE
「FIRST ALBUM」を製作（４面）
■1987、創造集団｢音楽舘｣を結成。

★MGP16X
1979～2016
＜PA レンタル実績＞
●学校「文化祭」「体育祭」・23 校
●県内市町村「イベント」・・・７件
●市民団体「祭り」等・・・・・21 件
●企画会社・イベンター・・23 社
●楽器店・会館・ホール・・20 件
●プロ・ミュージシャン・・・４５人
■2012～高松農業高校体育祭
■2014～倉敷鷲羽高校体育祭
■2014、RH152+BOSE302
レンタル終了
■2015、RH121 レンタル終了
２ｔトラック、廃車！

★YAMAHA
U3H
■2010、オムニバスＣＤ
「音楽舘④EVER」を製作（４面）
■2010/07、毎月第二水曜日定例
「SING OUT☆紙風船」開始

■2012、毎月で「創作研究会」開始。
■2013、駐車場「月極」有料化。
■2015、会員制廃止/SA-Coin 発行！
■2016、照明機材の LED 化。
■2017、25 周年「25 時間連続ライブ」

