塩尻市消防団喇叭隊

会場：中信会館 ベルヴィホール

塩尻市消防団喇叭隊は「喇叭も吹けて火も消せる」消防
団員を目指しています。
火を消す為の消防団ですが、今日はNAOMIのハートに
火を付けてみせます
喇叭隊員みんないい演奏をする為日々練習をしています。
みんな仲良く楽しい喇叭隊です。消防団員&喇叭隊員絶
賛募集中！
！詳しくはBar On The Roadまで！
！

最大300名、立食形式では５００名収容可能な塩尻市
内最大のバンケットホールです。200インチのスーパー
スクリーンやＰＣプロジェクタ、最新の音響設備など、会
場を演出するためのファシリティも充実しております。
華やいだ大人数での立食パーティーや荘厳な雰囲気の
中でのご葬儀、記念式典など、幅広い利用動機に対応し

TIMETABLE

ザ・ゴールデンモップス
GS 昭和歌謡 演歌 オリジナルとさまざまなジャンルの曲
をオリジナリティあふれるアレンジで聴かせる。

アルプスステージ

ハーレーのキャンプミーティングをきっかけに結成された
バンド。
松本を拠点に各地でライブ、
イベントで活動。

隊

11:25 - 11:30

ザ・ゴールデンモップス

11:30 - 11:55

塩尻市消防団

ケンタ☆ROCKオーケストラ

会場 11:00
開演 11:25

たコミュニケーションスペースとして皆様にご愛顧頂い
ております。

高ボッチステージ

あなたのあと少しを叶えたい

BAR
塩尻市大門七番町 2-2 吉江ビル 2 階 ＴＥＬ0263-88-3933

松本市を中心に活動中。音楽を通して、みんなを、元気にしたい！
さぁ、今日も楽しんで、明日から頑張りましょう！
！
最近は、iTunes Storeなどで
【Peace!!】
が配信され、浮
足だってるようです。
「ケンタロック」で、検索してみて下さい。
HPもあります。
「ケンタ☆ROCK」で検索！

Blog

De☆Spenice

12:00 - 12:25

Icchie McClellan

@bar̲ontheroad
Bar ON THE ROAD
http://barontheroad.naganoblog.jp/

De☆Spenice
塩尻BAROnTheRoadで飲んで吞まれて意気投合。

唯一無二の歌声を持ち人の心を開く歌詞に加え、その秀

ケンタ☆ROCK オーケストラ

悦な歌唱力は彼のことをライブミュージシャンと呼ぶ理
由の一つ

12:30 - 12:55

ステージと客席という垣根を一切無視したライブパフォ
ーマンスandガヤで松本と塩尻を中心にお騒がせ。

島津田四郎

13:00 - 13:25

島津田四郎

TERRY BAND

Icchie McClellan

2003年結成。RespectするRootsMusic、Rock'n
Roll、Blues、Soul...をベースにカヴァーやオリジナル曲
をPLAY!!
長野を拠点に全国各地でライヴ、イベント参加などライ
ヴバンドとして精力的に活動している。
60〜70年代の匂いを感じさせる楽曲と独特なライヴパ
フォーマンスで注目を集める。

13:30 - 13:50

TERRY BAND

2019年10月で結成15年の関西を拠点に全国を転がりまわ
る純度100%のロックンロールバンド。
年間120本を越えるライブを北は北海道から南は九州まで転
がすまさにモンスターロックンロールバンド！
2016年にはプロデューサーに大島賢治氏（三宅伸治BAND、
OOTなど。ex.THE HIGH-LOWS、忌野清志郎＆2 3s）
を迎え
念願のセカンドアルバム「Knock Out！」をリリース。

山本新

14:30 - 14:55

モンスターロシモフ

Deshico

Deshico

THE 2・3 S

黄緑色の鮮やかな衣装を身にまとい面白激しいライブショーを繰り広げて聴
衆の笑顔を頂戴している。
独自の視点で作る楽曲はコアな音楽ファンから一般の方まで世代を問わず
幅広く浸透させる。たべものシリーズの楽曲を収録したサードアルバム
「ダイ
ニングイレブン」の量産盤の制作を進めながら人々の呼びかけに応じて各地
のライブイベントにも出演している。
ようせい世界に棲んでいるというが妖精なのか人間なのかは明らかにしてい
ない。

谷井大介

15:00 - 15:30

長野県松本市出身で、現在は東京を中心に全国で活躍中のシンガーソ
ングライター
「Deshico」
（デシコ）
2016年、
１stアルバム
『REVOLUTION』
で全国デビュー。
渋谷duoでのワンマンライブでは550人の動員を記録。
その後も各地で精力的にライブを行い、
着実にファンを増やしている。
代表曲『ゴール』
が、2019年の「松本マラソン」の公式応援ソングに選
ばれるなど、
長野県内での活躍も目ざましい、
注目のシンガー
「Deshico
」
の熱いステージに乞うご期待！

「忌野清志郎＆2・3's」
として1992年デビュー。
アルバム「GO GO 2・3 S」 「Music from
HOUSE」を発表。
メンバー
Vo.＆Gt. 山川のりを
（ギターパンダ）
Vo.＆Dr. 大島賢治（ザ・ハイロウズ,OOT）
Vo.＆Ba. 中曽根章友

山本新

13:55 - 14:25

モンスターロシモフ

2006年1stアルバム『無題』でROSERECORDSからデビュー。
2009年 2ndアルバム
『つぶやきタシロー』
をリリース。2014年これま
での2作から一転バンド形態での3rdアルバム
『裸のタシロー』
リリース
。そして2018年7月8日更なる新境地を求め描かれた逸作4thアルバ
ム
『リタ』
をリリース。
CD-RシリーズSHIMAZUTASHIROU1〜18も好評発売中！
日本全国津々浦々へ歌を届けに行っています。

15:35 - 16:05

谷井大介

16:10 - 16:40

茨城県日立市生まれ。2000年日本を自転車やヒッチハイクで一周。そ
の旅をきっかけに活動開始。
演奏形態を問わず様々な環境をステージに変え唄い続ける活動は年間
200本に及ぶ。
2017年、
茨城県知事選挙のテーマソングに起用されるなどラヴソング
から毒の強い歌まで、歯に衣着せぬストレートな歌詞やメロディで歌い
あげるライブステージは
〝茨城の鬼才〟
と評価され全国で爪痕を刻み続
けている。

うめむらこうじとローメンズ

16:45 - 17:15

うめむらこうじとローメンズ
Barの片隅で歌い続けて5年と少し。いまや名物とまでな

POWER

ったうめむらこうじのライブは、みどり町の音楽シーンを
常に支え、今もなお変化し続ける。今回は正体不明のイン
タレスティング・バンド「ローメンズ」を率いてしりふぇす

ザ・チューナマイツ

17:20 - 17:40

2019に登場！

THE 2・3

S

17:45 - 18:25
ザ・チューナマイツ

ポールダンス
ポールダンサー2人をお招きしての妖艶かつアクロバテ

and more…

ポールダンスショー

19:05 - 19:15

EMILAND

19:20 - 20:00

EMILAND
ズクナシ解散ショックの真っ最中、
ドン底ボーカル衣美が
funkyなお友達を居酒屋に召集しスタートしたポジティブ

20:00 - 20:20
BAR On the Road

■共催

中信興業㈱

諸事情により、なんと15ヵ月振りの演奏！待望の《しりフ
ェス》そして憧れのTHE2-3'sがやって来る…何としてで
も出たい…ってなワケで今回はサポートギタリストに、林
《ギター番長》努武氏を拝み倒してお迎えして、無理矢理
出演させていただきます！よろしくお願いします！

武田英祐一

バンドはその名も安易なエミランド。平成の終わりギリギ
リに堂々誕生。

■主催

僕たち！ザ・チューナマイツでぇ〜す！

武田英祐一

18:30 - 19:00

ィックなショータイム！
塩尻市初のポールダンスショーを是非、お見逃しなく。

㈱ シオラボ

1978年 北海道江別市出身。17歳から音楽活動を開始し、
1998年フ
ォークデュオでCDデビュー。デュオ解散後、
弾き語りで北海道を拠点に、
年間200本以上全国のステージで唄い続ける、熱きクールな漢。
2006年、
ハートフルロックンロールバンド、
the武田組を結成。
トレードマークの赤を身にまとい、
弾き語りとして、
バンドのフロントマン
として、
いつも全身全霊をこめた唄声は、
魂の底から湧きあがる情熱、
想
いに寄り添う優しさ、
屈託のない笑顔とともに、
老若男女多くのひとの心
をゆさぶり続けている。

Ending しりジャズクインテット

㈲信陽堂印刷所

塩尻商工会議所青年部

■協力

TEAM On the Road

