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　この度は　この度は 5 15 1 年目の第年目の第 5 05 0 回夏の宝塚ブ回夏の宝塚ブ

ルーグラスルーグラス・・フェスティバルに参加頂き有フェスティバルに参加頂き有

難うございます。難うございます。　新型コロナ禍の第　新型コロナ禍の第 77 波波

でまたまだ混乱が続いてますが、でまたまだ混乱が続いてますが、何とかウ何とかウ

イルスとの折り合いをつけて、イルスとの折り合いをつけて、ようやく日ようやく日

常を取り戻す方向へ動き始めつつありま常を取り戻す方向へ動き始めつつありま

す。す。まだまだ予断の許さない状況ではありまだまだ予断の許さない状況ではあり

ますが、ますが、宝塚フェス、宝塚フェス、開催に至りました。開催に至りました。

皆さん、皆さん、万全の体調管理と充分な予防対策万全の体調管理と充分な予防対策

に留意頂いて、に留意頂いて、最後までお楽しみ下さい。最後までお楽しみ下さい。

　フェスの開催にあたり、　フェスの開催にあたり、新型コロナウィ新型コロナウィ

ルスに対する感染防止の為にご理解とご協ルスに対する感染防止の為にご理解とご協

力をお願いします。力をお願いします。基本的マナーを心がけ基本的マナーを心がけ

てください。てください。

●チケット●チケット

期間中、期間中、会場出入り自由のフェス会場出入り自由のフェス・・リストリスト

チケットは必ず腕に常時着用して下さい。チケットは必ず腕に常時着用して下さい。

●ブルーグラス●ブルーグラス・・フェスフェス・・エリアエリア

　フェス会場は下界の一般道路から進入方　フェス会場は下界の一般道路から進入方

向左側、向左側、三田アスレチックの山側のみを使三田アスレチックの山側のみを使

います。います。それ以外の場所でのそれ以外の場所での「音曲」「音曲」やや「騒「騒

乱乱!?!?」」は一切禁止です。は一切禁止です。周辺の住民の方々周辺の住民の方々

に迷惑をかけないよう、に迷惑をかけないよう、スタッフや看板のスタッフや看板の

指示に必ず従って下さい。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！●ゴミは各自で始末をお願いします！

「三田アスレチック」「三田アスレチック」ではお客様のゴミは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。各自でお持ち帰りのお願いをしています。

また三田市のゴミ焼却は下記４通りに分別また三田市のゴミ焼却は下記４通りに分別

して頂くことになっています。して頂くことになっています。（ゴミ袋は（ゴミ袋は

フェス受付まで）。フェス受付まで）。

        ■燃えるゴミ■燃えるゴミ（生ゴミも含む）（生ゴミも含む）

        ■ペットボトル■ペットボトル（キャップ別）（キャップ別）

        ■空きカン■空きカン

        ■空きビン　■空きビン　

        ■段ボール■段ボール

●キャンプ●キャンプ・・サイト使用、サイト使用、節水節水

　ステージ観客席以外のサイト使用には、　ステージ観客席以外のサイト使用には、テテ

ントや独立したタープの有無に関わらず専有ントや独立したタープの有無に関わらず専有

区画には１日につき区画には１日につき \2,000-\2,000-（フェス割引料（フェス割引料

金）金）が必要です。が必要です。ブルーグラスブルーグラス・・フェスに特フェスに特

別な配慮をいただいている三田アスレチック別な配慮をいただいている三田アスレチック

に、に、ご理解をお願いします。ご理解をお願いします。また、また、当地の水当地の水

源は地下水を利用しています。源は地下水を利用しています。生水の飲用は生水の飲用は

避けてください。避けてください。また、また、節水のご協力をお願節水のご協力をお願

いします。いします。

●シャワー、●シャワー、プール、プール、アスレチックなどアスレチックなど

　ウッディホール裏に温水コインシャワーが　ウッディホール裏に温水コインシャワーが

あります。あります。100100 円硬貨を数枚、円硬貨を数枚、用意してご利用意してご利

用ください。用ください。（なお、（なお、岩風呂は使用できませ岩風呂は使用できませ

ん）ん）

　プールを含む遊戯施設の利用には別料金が　プールを含む遊戯施設の利用には別料金が

必要です。必要です。フェスのチケット明示でフェス期フェスのチケット明示でフェス期

間中に各施設を自由に利用できるリストチ間中に各施設を自由に利用できるリストチ

ケットケット \500-(\500-(小学生から）小学生から）が発行されます。が発行されます。

ご利用の方は、ご利用の方は、カナディアン大磯の受付けにカナディアン大磯の受付けに

お申し出下さい。お申し出下さい。施設の繁栄もフェスの一部施設の繁栄もフェスの一部

ですので、ですので、是非ご利用下さい。是非ご利用下さい。

●宿泊、●宿泊、ロッジ／バンガロー、ロッジ／バンガロー、大部屋大部屋

　宿泊に関してはバンガローが若干空いてい　宿泊に関してはバンガローが若干空いてい

るそうです。るそうです。また宿泊に関してお困りのことまた宿泊に関してお困りのこと

がありましたら、がありましたら、お早めにフェス受付にご相お早めにフェス受付にご相

談ください。談ください。

　　なお、なお、男女別大部屋一泊男女別大部屋一泊（布団付（布団付\2,000-\2,000-、、布布

団なし団なし\1,000-\1,000-））はカナディアン大磯受付けにはカナディアン大磯受付けに

お申し出下さい。お申し出下さい。三密を避けてご利用下さい。三密を避けてご利用下さい。

●携帯電話等の電波状況。●携帯電話等の電波状況。

SoftbankSoftbank：：会場全域ほぼ良好、会場全域ほぼ良好、AUAU：：一部悪い一部悪い

所がある、所がある、DocomoDocomo：：良くないが駐車場辺りは良くないが駐車場辺りは

使用可能のようです。使用可能のようです。また、また、機種によっても機種によっても

違いがあるようです……違いがあるようです……good luck!good luck!

●● B.O.M.B.O.M. サービスほか、サービスほか、売店売店

　会場では主催の　会場では主催の B.O.M.B.O.M. サービスが最新サービスが最新 CDCD

やや DVDDVD、、フェス限定処分格安フェス限定処分格安 CDCD、、月刊ブルー月刊ブルー

グラス専門誌グラス専門誌「ムーンシャイナー」「ムーンシャイナー」の年間契の年間契
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約や約やCDCDなどを販売しています。などを販売しています。また、また、ブルーブルー

グラスや楽器などに関するご質問など、グラスや楽器などに関するご質問など、ごご

遠慮なくお尋ね下さい…。遠慮なくお尋ね下さい…。そのほか、そのほか、出店出店

しているのは、しているのは、いずれもブルーグラス仲間いずれもブルーグラス仲間

の模擬店です。の模擬店です。いろんなブースもお楽しみいろんなブースもお楽しみ

ください。ください。

●飲食関係●飲食関係

　神戸大学ブルーグラスの有志による模擬　神戸大学ブルーグラスの有志による模擬

店の出店が予定されています。店の出店が予定されています。又、又、夙川か夙川か

ら欧風料理がメインのキッチンカーら欧風料理がメインのキッチンカー「「NomadNomad

商会」商会」がやってきます。がやってきます。是非、是非、ご利用下さい。ご利用下さい。

 The 50th annual The 50th annual

 Takarazuka Bluegrass Festival Takarazuka Bluegrass Festival

●● August 4th, Thursday ConcertAugust 4th, Thursday Concert　　

（木曜日、（木曜日、メインステージメインステージ))

　　PM8:00PM8:00 頃から前夜祭頃から前夜祭

　　Tea or CoffeeTea or Coffee（兵庫）（兵庫）

　　Today(Today(兵庫兵庫))

　　Sunflower SingersSunflower Singers（兵庫）（兵庫）

　　((プログラムは当日発表プログラムは当日発表))

●● August.5th, Friday ConcertAugust.5th, Friday Concert

　　(( 金曜日メインステージ金曜日メインステージ))

　　18:0018:00 OPENING JAMOPENING JAM

　　18:1218:12 BG Runners and Friends (BG Runners and Friends (東東

                      京京))

　　18:2418:24 ネムネムネムネム（東京）（東京）

　　18:3618:36 ブル－デイズブル－デイズ（東京）（東京）

　　18:4818:48 谷村順造谷村順造（兵庫）（兵庫）

　　19:0019:00 Bluegrass Stomp (Bluegrass Stomp (東京東京))

　　19:1219:12 阪神パークがないでしょ阪神パークがないでしょ((兵庫兵庫))

　　19:2419:24  Big Tilda Big Tilda（東京）（東京）

　　19:3619:36 JKJK（兵庫）（兵庫）

　　19:4819:48 The ReflectionThe Reflection（東京）（東京）

　　20:0020:00 イバラッキーズイバラッキーズ（大阪）（大阪）

　　20:1220:12 ラッシーラッシー((京都京都))

　　20:2420:24 デイジーヒルデイジーヒル((大阪大阪))

　　20:3620:36 ワイルドランズワイルドランズ（京都）（京都）

　　20:4820:48 salty friendssalty friends（奈良）（奈良）

　　21:0021:00 Two Crie String bandTwo Crie String band（愛知）（愛知）

　　21:1221:12 Anti ClimberAnti Climber（大阪、（大阪、兵庫）兵庫）

　　21:2421:24 藤井たかし藤井たかし（大阪）（大阪）

　　21:3621:36 ヤニカスクラッグスヤニカスクラッグス((神戸大神戸大))

　　21:4821:48 Off LoadOff Load（東京）（東京）

　　22:0022:00 大雑把草大雑把草（（All The All The ””PaPa””GrassGrass））

                  （京都、（京都、愛知）愛知）

　　22:1222:12 タカアンドコージタカアンドコージ((名古屋、名古屋、京京

                      都都))

　　22:2422:24 Beer GogglesBeer Goggles（滋賀、（滋賀、京都）京都）

　　22:3622:36 辻井貴子辻井貴子（やぎたこ）（やぎたこ）

　　22:4822:48 Today(Today(兵庫兵庫))

　　23:0023:00 千日前ブルーグラスアルバムバ千日前ブルーグラスアルバムバ

                    ンドンド((京都京都))

　　23:1223:12 MIDNIGHT JAMMIDNIGHT JAM

●● August,6th, Saturday WorkshopAugust,6th, Saturday Workshop

(( 土曜日サブステージ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（マスターピッカーたちのワークショップで

す。す。奮ってご参加ください奮ってご参加ください!  !  サブステージサブステージ

はウッディホール内にて）はウッディホール内にて）

●バンジョー●バンジョー・・ワークショップワークショップ

       (15:00        (15:00 ～～ 16:00) with 16:00) with 宮本宮本  有有

●ドブロ●ドブロ・・ワークショップワークショップ

  (16:00  (16:00 ～～ 17:00)17:00)　　　　with with ハッシー橋岡ハッシー橋岡

●ボーカル●ボーカル・・ワークショップワークショップ

  (17:00  (17:00 ～～ 18:00) with 18:00) with 稲葉和裕稲葉和裕

●フィドル●フィドル・・ワークショップワークショップ

        （（18:0018:00 ～～ 19:0019:00）　　）　　with with 大矢貞男大矢貞男

●● August 6th, Saturday ConcertAugust 6th, Saturday Concert

(( 土曜日メインステージ土曜日メインステージ))

　　9:009:00 OPENING JAMOPENING JAM

　　9:099:09 辻井貴子辻井貴子（やぎたこ）（やぎたこ）

　　9:189:18 BG Runners and Friends (BG Runners and Friends (東東

                    京京))

　　9:279:27 ネムネムネムネム（東京）（東京）

　　9:369:36 Off LoadOff Load（東京）（東京）

　　9:459:45 ブル－デイズブル－デイズ（東京）（東京）

　　9:549:54 Big TildaBig Tilda（東京）（東京）

　　10:0310:03 イバラッキーズイバラッキーズ（大阪）（大阪）

　　10:1210:12 Two Crie String bandTwo Crie String band（愛知）（愛知）

　　10:2110:21 熊野ブルーグラス協会熊野ブルーグラス協会（三重）（三重）

　　10:3010:30 Beer GogglesBeer Goggles（滋賀、（滋賀、京都）京都）

　　10:3910:39 Bluegrass Stomp (Bluegrass Stomp (東京東京))
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　　10:4810:48 せつきよせつきよ((大阪大阪))

　　10:5710:57 ろっしーろっしー && たいしょーたいしょー((神戸大神戸大))

　　11:0611:06 Milky NotesMilky Notes（奈良、（奈良、大阪）大阪）

　　11:1511:15 タカアンドコージタカアンドコージ((名古屋、名古屋、京京

                    都都))

　　11:2411:24 宝塚宝塚・・バンジョーバンジョー・・友の会友の会

　　11:3311:33 エウレカエウレカ（大阪、（大阪、奈良、奈良、岐阜）岐阜）

　　11:4211:42 Thursday Night Fiddle BandThursday Night Fiddle Band

         (         (大阪、大阪、兵庫、兵庫、滋賀滋賀))

　　11:5111:51 ヘブンズヘブンズ（兵庫）（兵庫）

　　12:0012:00 奈良スターミュージック奈良スターミュージック（京（京

                    都、都、大阪、大阪、神戸）神戸）

　　12:0912:09 阪神ブルーグラスクラブ阪神ブルーグラスクラブ((兵庫兵庫))

　　12:1812:18 ホリデイホリデイ・・グラスグラス((兵庫兵庫))

　　12:2712:27 Parking on the streetParking on the street（愛知）（愛知）

　　12:3612:36 ブルーグラストラベラーズ７ブルーグラストラベラーズ７

                  （神大ＯＢバンド）（神大ＯＢバンド）

　　12:4512:45 てんかせてんかせ Jr.Jr.（静岡）（静岡）

　　12:5412:54 オールドオールド・・カントリーナッツカントリーナッツ

                  （兵庫）（兵庫）

　　13:0313:03 ちの井本ちの井本（愛知）（愛知）

　　13:1213:12 アイスコーギーアイスコーギー（名古屋大）（名古屋大）

　　13:2113:21 ambiguousambiguous（名古屋大）（名古屋大）

　　13:3013:30 ROUTE307ROUTE307（滋賀）（滋賀）

　　13:3913:39 グラスフィールグラスフィール((兵庫兵庫))

　　13:4813:48 ＫＫ RTRT（兵庫）（兵庫）

　　13:5713:57 ウメちゃんウメちゃん and East Line and East Line（大（大

                      阪）阪）

　　14:0614:06 JOSHJOSH 大塚大塚（兵庫）（兵庫）

　　14:1514:15 MandoGym(MandoGym(兵庫兵庫))

　　14:2414:24 阪神パークがないでしょ阪神パークがないでしょ((兵庫兵庫))

　　14:3314:33 Tone Rice UnitTone Rice Unit　（愛知）　（愛知）

　　14:4214:42 ドブロ弾き全員集合ドブロ弾き全員集合((全国全国))

　　14:5114:51 クラシックグラスクラシックグラス（広島、（広島、兵庫、兵庫、

                    三重、三重、愛知）愛知）

　　15:0015:00 RaiseRaise（兵庫、（兵庫、岐阜）岐阜）

　　15:0915:09 Della Meow(Della Meow(神戸大神戸大))

　　15:1815:18 彦根ブルーグラスバンド彦根ブルーグラスバンド（滋（滋

                    賀）賀）

　　15:2715:27 ピースメーカーピースメーカー（名古屋大）（名古屋大）

　　15:3615:36 Anti ClimberAnti Climber（大阪、（大阪、兵庫）兵庫）

　　15:4515:45 名神高速道路名神高速道路（名古屋大）（名古屋大）

　　15:5415:54 ヒマラヤンブルーヒマラヤンブルー（京都）（京都）

　　16:0316:03 AIMOSTAIMOST 秋元慎バンド秋元慎バンド（兵庫）（兵庫）

　　16:1216:12 †† Paradise Lost ~Paradise Lost ~ 不死鳥の鎮不死鳥の鎮

                    魂歌魂歌 ~~††((神戸大神戸大))

　　16:2116:21 Country Country がが  セットセット((大阪大阪))

　　16:3016:30 You Turn POW!!!!!You Turn POW!!!!!（名古屋大）（名古屋大）

　　16:3916:39 5SPRINGS BAND5SPRINGS BAND（新潟）（新潟）

　　16:4816:48 鳩正宗鳩正宗((兵庫兵庫))

　　16:5716:57 ニューキャッスルニューキャッスル（神奈川）（神奈川）

　　17:0617:06 Pacific ExpressPacific Express（東京）（東京）

　　17:1517:15 古閑メロディ古閑メロディ（大阪、（大阪、広島）広島）

　　17:2417:24 Now loading(Now loading(神戸大神戸大))

　　17:3317:33 松山松山 BlueGrass Live BandBlueGrass Live Band（愛（愛

                    媛）媛）

　　17:4217:42 Fiddling  SerikaFiddling  Serika（大阪、（大阪、岡山）岡山）

　　17:5117:51 レキシントンレキシントン（奈良、（奈良、大阪）大阪）

　　18:0018:00 とでぃとでぃ（東京）（東京）

　　18:0918:09 モンローズモンローズ・・ウォークウォーク((兵庫兵庫))

　　18:1818:18 (DINNER BREAK)(DINNER BREAK)

　　18:2718:27 IT'S ABOUT TIME(IT'S ABOUT TIME(兵庫兵庫))

　　18:3618:36 みたらしふらぺちぃのみたらしふらぺちぃの（名古屋（名古屋

                    大）大）

　　18:4518:45 テネシーテネシー・・マウンテンマウンテン・・ボーイボーイ

                  ズズ（兵庫、（兵庫、大阪、大阪、奈良）奈良）

　　18:5418:54 Gredora(Gredora(兵庫兵庫))

　　19:0319:03 デイジーヒルデイジーヒル((大阪大阪))

　　19:1219:12 ラッシーラッシー((京都京都))

　　19:2119:21 A good way to get the bandA good way to get the band
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                  （大阪）（大阪）

　　19:3019:30 Grass Laundering(Grass Laundering(滋賀、滋賀、愛知愛知))

　　19:3919:39 The HangoversThe Hangovers（京都（京都・・滋賀滋賀・・愛知）愛知）

　　19:4819:48 ジョッシュ大塚とタカハシバンジョッシュ大塚とタカハシバン

                    ドド((三重、三重、兵庫兵庫))

　　19:5719:57 The Bluegrass Nuts(The Bluegrass Nuts(兵庫兵庫))

　　20:0620:06 カントリービールカントリービール((兵庫兵庫))

　　20:1520:15 チャーチバッグトリオチャーチバッグトリオ（兵庫）（兵庫）

　　20:2420:24 Master of Traditional BlueMaster of Traditional Blue

          -grass          -grass（東京）（東京）

　　20:3320:33 京都そして神戸京都そして神戸((京都、京都、兵庫兵庫))

　　20:4220:42 カウンティカウンティ・・フェアフェア((兵庫兵庫))

　　20:5120:51 きたむらいづみ＆スイートグラきたむらいづみ＆スイートグラ

                    スス（滋賀、（滋賀、三重）三重）

　　21:0021:00 千里マウンテンボーイズ千里マウンテンボーイズ((兵庫兵庫))

　　21:0921:09 日本アルプス弦楽団日本アルプス弦楽団（関西、（関西、東東

                      海）海）

　　21:1821:18 Flying Fish Flying Fish （大阪、（大阪、兵庫）兵庫）

　　21:2721:27 千日前ブルーグラスアルバムバ千日前ブルーグラスアルバムバ

                    ンドンド((京都京都))

　　21:3621:36 森繁森繁  昇昇（ハワイ）（ハワイ）

　　21:4521:45 ビッチェズ　ブリュービッチェズ　ブリュー((兵庫兵庫))

　　21:5421:54 Today(Today(兵庫兵庫))

　　22:0322:03 Camp Site BoysCamp Site Boys（東京、（東京、神奈川）神奈川）

　　22:1222:12 親分＆極道親分＆極道（おやびん＆ごく（おやびん＆ごく

                    ちゃん）ちゃん）（愛媛、（愛媛、京都）京都）

　　22:2122:21 Blue Darlin'Blue Darlin'（愛知）（愛知）

　　22:3022:30 稲葉和裕ウィズ稲葉和裕ウィズ・・フレンズフレンズ((兵庫兵庫))

　　22:3922:39 酪農大酪農大 OBOB バンドバンド（愛知）（愛知）

　　22:4822:48 荒川裕史荒川裕史（広島）（広島）

　　22:5722:57 Marron 5Marron 5（愛知）（愛知）

　　23:0623:06 ジョン中嶋バンドジョン中嶋バンド((京都京都))

　　23:1523:15 アルマゲドンアルマゲドン((神戸大神戸大))

　　23:2423:24 Kimi & Brothers(Kimi & Brothers(兵庫兵庫))

　　23:3323:33 We Are Prince of BluegrassWe Are Prince of Bluegrass

                  （愛知）（愛知）

　　23:4223:42 夜な夜な夜な夜な（大阪、（大阪、神戸）神戸）

　　23:5123:51 とも様キングスとも様キングス((大阪、大阪、東京東京))

　　24:0024:00 MIDNIGHT JAMMIDNIGHT JAM

　　

●● August 7th, Sunday ConcertAugust 7th, Sunday Concert

(( 日曜日メインステージ日曜日メインステージ))

　　8:30 8:30 森繁森繁  昇のゴスペル昇のゴスペル・・タイムタイム

日曜日のメイン日曜日のメイン・・ステージ出演希望バンドステージ出演希望バンド

は、は、土曜日夜のコンサート終了時、土曜日夜のコンサート終了時、ステーステー

ジ前に各バンドの代表者がお集まりくださジ前に各バンドの代表者がお集まりくださ

い。い。その場でプログラムを組みますので、その場でプログラムを組みますので、

奮ってご参加ください。奮ってご参加ください。

事前エントリー事前エントリー

　　9:009:00 いにみにマニもいにみにマニも（名古屋大）（名古屋大）

　　9:109:10 神戸大学一回生ジャムバンド神戸大学一回生ジャムバンド

　　9:209:20 Cobalt LawnCobalt Lawn（名古屋大）（名古屋大）

　　9:309:30 Pink Stripe Dogs(Pink Stripe Dogs(神戸大神戸大))

　　9:409:40 ビビンカビビンビビンカビビン（名古屋大）（名古屋大）

　　9:509:50 PurePure（名古屋大）（名古屋大）

 10:00 10:00 ～　オープン～　オープン・・ステージステージ

　皆さん、　皆さん、今年もフェスご参加、今年もフェスご参加、心からお礼心からお礼

申し上げます、申し上げます、ありがとうございましたありがとうございました!!!!

（今後の宝塚ブルーグラスフェス）（今後の宝塚ブルーグラスフェス）

●第●第 3434 回秋のブルーグラスキャンプ、回秋のブルーグラスキャンプ、20222022

年年 1010 月月 2222 ～～ 2323 日日((土、土、日日))

●第●第 3939 回宝塚春のブルーグラスキャンプは回宝塚春のブルーグラスキャンプは

来年、来年、ゴールデンウィーク明けの週末ゴールデンウィーク明けの週末 20232023

年年 55 月月 1313 日～日～ 1414 日日((土、土、日日))

●第●第 5151 回記念宝塚夏のブルーグラス回記念宝塚夏のブルーグラス・・フェフェ

スはスは 20232023 年年 88 月月 33 ～～ 88 月月 66 日日（木～日）（木～日）

の予定です。の予定です。

　　　では、　　　では、またお会いしましょう……またお会いしましょう……!!!!。。

　　　　　　渡辺敏雄、　　　　　　渡辺敏雄、秋元慎、秋元慎、渡辺久　渡辺久　

           In Memory of Saburo Inoue           In Memory of Saburo Inoue

われわれ、われわれ、B.O.M. B.O.M. サービスは、サービスは、ブルーグラブルーグラ

ススCDCDややDVDDVD、、教則モノや楽器などの通販、教則モノや楽器などの通販、ブブ

ルーグラス月刊誌ルーグラス月刊誌「ムーンシャイナー」「ムーンシャイナー」のの

発行など、発行など、みなさんのブルーグラスな生活みなさんのブルーグラスな生活

をお手伝いしています。をお手伝いしています。なにとぞ、なにとぞ、よろしよろし

くお引立てください。くお引立てください。

㈱ビー㈱ビー・・オーオー・・エムエム・・サービスサービス

〒〒 665-0846 665-0846 宝塚市川面宝塚市川面 6-5-18 6-5-18　　

tel:0797-87-0561 fax:0797-86-5184tel:0797-87-0561 fax:0797-86-5184

http://www.bomserv.comhttp://www.bomserv.com
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