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The 21st 秋 桜 祭

RAM WIREスペシャルコンサート

開場 18：30～（開演 19：00）本学文化ホール

主　　　催：第２1回別府大学短期大学部大分キャンパス秋桜祭実行委員会 
特 別 協 賛：別府大学同窓会
問い合わせ：別府大学短期大学部 大分キャンパス（事務局）☎097-586-0001

2011年結成。70年代のR&B、Disco、Soulを中心に久留米、
博多、長崎等で、月二回ほどのペースでライブ活動中。女性ボーカ
ル三人のコーラス、ダンスは華やかで、最近はThe Three Degrees
のナンバーを中心にお届けしています。
 https://www.facebook.com/funkysoulweaving

12：55～13：40　学園祭特設ステージ

Soul Weaving 生演奏 Erika ライブ

ヒットパレードクラブ 生演奏

骨密度測定コーナーで
あなたの骨年齢がわかるぞ！
「大分県牛乳普及推進協議会」

熱気球体験ゾーン3

1

4

2

  9：30
10：10／10：40
11：40
12：10／12：40
13：35
14：25
15：15／15：55
16：15／16：50
17：15／17：45
18：15／18：30

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50
18：45
21：00

（大分キャンパス発）

大分で活動する、
ハーフのシンガーソングライター!!
 最近の活動実績は…
 
 ・TOS「スパークオンウェーブ」
 ・OBS「Chocoっと！」
 ・雑誌「CONKA」
 ・日本フィリピン友好協会
　主催イベント…準グランプリ
 ・NORTH  FM
 
などの、メディアから…
バンドを引き連れ、県外遠征ライブを
行ったり…大分の次なる歌姫である!!
最近では…ＣＭの楽曲にOBSからノミネートされたり、お祭りにゲスト
出演や、老人ホームなどに慰労ライブしたり…活発に活動中!!
そして…週に一度くらい、大分駅前の地下道で、路上ライブをしてい
て、知名度が急上昇の歌い手です。

16：05～16：25　学園祭特設ステージ

別府市元町（竹瓦温泉前）にある音楽博物館HITPARADE 
CLUBより、ヒッパレーダースが学園祭に登場！ 60年代アメリカン
ポップスで繰り広げる豪華なステージをご来場の皆様で楽しんで下
さい。

13：50～14：35　学園祭特設ステージ
みなさ～ん。“熱気球”って知っていますか？佐賀市で毎年「インター
ナショナル バルーンフェスタ」が行われています。２０１３年は約３５ヶ
国から約90機のバルーンが集い、大会が開催されました。
空を飛ぶ快感を味わってみませんか？

本学グラウンド

キャンパス内屋台コーナー

本学茶道部による
野点を是非ご堪能下さい｡

本館玄関ラウンジ

異文化交流の集い 九州アフリカンサファリ移動動物園5 6

留学生と日本人学生がいっしょに様々なパフォーマンスを繰り広げま
す。中国人留学生が華やかな民族衣装ショーと軽快なダンスを披露
します。次いでスリランカ人留学生と韓国人留学生が歌を歌い日本
人学生が演奏します。最後はなぎなた部による演舞です。短期大学
部創立60周年記念行事です。どうぞ皆さん、お楽しみください！

12：20～12：50　学園祭特設ステージ
アフリカンサファリでは、約70種類、1400頭の動物達が広大な敷
地で伸び伸びと生活しています。その動物達の中から今回は可愛い
モルモットやハリネズミ、更にはミニチュアホースがやって来ます。特
にモルモットはふれあい体験ができ大変人気です。皆さんも是非、可
愛い動物達に会いに来てください！

本学テニスコート

別府大学短期大学部  大分キャンパス  秋桜祭 T i m e  T a b l e

10：00～
10：15

時　間 内　容

オープニング 15：05～
15：25

時　間 内　容
保育科２年生 企画
ダンス＆箱の中身は何だろうゲーム

10：20～
11：00

保育科１年生 企画
ダンス＆ファッションショー

15：30～
16：00 男装コンテスト

11：05～
11：35 来場者早食い大会 16：05～

16：25 Erikaライブ

11：55～
12：15 バトン演舞披露 16：30～

17：00 女装コンテスト

12：20～
12：50

地域総合科学科 企画
異文化交流の集い
（ダンス・なぎなた部演舞 他）

17：05～
17：20 ソーラン節ダンス

12：55～
13：40 Soul Weaving 生演奏

17：25～
17：55 来場者大抽選会

13：50～
14：35 ヒットパレードクラブ 生演奏

18：00～
18：20 エンディング

14：40～
15：00 軽音楽部 ライブ演奏

19：00～
20：30

後夜祭スペシャルコンサート
（RAM WIREライブ）

●JR久大本線　賀来駅下車　スクールバス８分
●大分自動車道　大分I.Cより約７分
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（後夜祭終了時刻によって
　変更する場合があります。）

女性Vocal「ユーズ」、男性Vocal「MONCH」（モンチ）、Trackmaker
「RYLL」（リル）による男女3人組。グループ名は、「羊たちの絆」
を意味する造語で、「自分たちは迷える子羊であり、同じように迷って
いる人たちとの絆を築きたい」という思いが込められている。
2001年に活動をスタートさせ、2005年にRYLLが加わり現在の編成
となる。約10年間、地道なライブ活動や自主盤の制作などを続け、
2010年10月にミニアルバムをメジャーリリース。
2011年9月発売の「歩み」の歌詞がとにかく癒されると注目が集まり、
2011年有線年間リクエストランキング4位を記録。さらに2012年9
月、俳優・松坂桃李が人生で一番泣いた曲としてTV番組で特集さ
れ発売から1年越しのチャート1位を獲得。
また2012年6月発売の「名もない毎日」は芸人・鉄拳によるパラパ
ラ漫画がとにかく泣けると話題になり、軒並みチャート1位を獲得。
2013年5月には「ほどく」がリリースされ最高位13位を記録。また７
週間にI tunesにて1位を獲得。
優しくも不器用な3人が集まって創りだした歌詞が、ソーシャルネットワ
ーク世代の気持ちを捉えて口コミで広がり始めている。

ホリプロダクションがお贈りする～癒しの風をあなたに～
後夜祭

RAM WIRE  prof i le

別府大学短期大学部 創立60周年記念
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ローソン大分宗方店

大分市大字上宗方宇世利越647－4
☎ 097－541－7763

Total Car Shop STYLE

大分市三佐989－1
☎ 097－594－8888

コトブキヤ文具店

大分市中央町3丁目5番8号
☎ 097－534－3933

大分電子サービス株式会社

大分市葛木303－3
☎ 097－521－8711

鈑金塗装ASTLAL

大分市大字猪野725－1
☎ 097－521－8132

株式会社オークショントレード

大分市明野東5丁目4313－2
☎ 097－554－2233

㈲ファミリー損保サービス

大分市長谷町2の1組
☎ 097－554－6556

長尾商会

大分市大字鴛野1061
☎ 097－569－0752

ENJI

大分市中央町3－6－35 １F
☎ 050－5852－0740

ラーメンまる重

大分市奥田570－3
☎ 097－574－6291

Casket

大分市大字市1280 グランコート103号
☎ 097－529－6488

おおの皮ふ科

大分市賀来北3丁目1－11
☎ 097－535－8805

ケーキ工房ポルト大在

大分市城原1734－91
☎ 097－592－8107

医療法人謙誠会博愛病院
博愛診療所

大分市野田1111番地
☎ 097－586－0888

パティスリーグランエポック

大分市下郡中央2－1－18
☎ 097－569－9200

曽根崎産婦人科

大分市永興149－3
☎ 097－543－3939

アフェット薬局

大分市横田2丁目18
☎ 097－592－5351

ゴトウ理容

竹田市大字竹田町420
☎ 0974－63－3014

わかくさ診療所

大分市野田271
☎ 097－549－0119

テックサービス

大分市田尻568－6
☎ 097－560－0230

焼肉 一力

別府市駅前本町6－37
☎ 0977－24－6783

居酒屋　仁

大分市大字奥田田中町11－1
☎ 097－545－4885

大井産業株式会社

大分市古国府上新田1289－3
☎ 097－543－1670

株式会社システムテック

大分市田尻568－6
☎ 097－560－0046

YSP大分

大分市賀来北2丁目1－1
☎ 097－549－3650

さとう消化器クリニック

由布市挾間町北方19－1
☎ 097－583－8085

㈱フォトワーク大分

大分市府内町2－6－23
☎ 097－532－5715

㈲家具サロン タカハシ

臼杵市江無田252－1
☎ 0972－63－4147

アド・アイランド

大分市賀来南1丁目14－35
☎ 097－549－0522

光永会

大分市中央町2－8－10
ヴィアレ・テッツォビル ２F
☎ 097－538－1911

あかみね調剤薬局

大分市大字奥田字尻細446番地1
☎ 097－543－8981

叶

大分市中津留1－2－6
☎ 097－503－0313

株式会社ユタカ商工

大分市新町3番37号
☎ 097－536－5088

新こどもクリニック

由布市挾間町北方53番地
☎ 097－583－8277

NPO法人やまびこクラブ

津久見市地蔵町4－10
☎ 0972－82－7287

挾間町商工会青年部

由布市挾間町挾間433－7
☎ 097－583－0235

村康板金工作所

由布市挾間町北方564－1
☎ 097－583－2793

トップツアー株式会社
大分市都町1丁目1番19号

あいおいニッセイ同和損保大分ビル2階
☎ 097-538-1091㈹
FAX 097-538-1487

放送大学 大分学習センター

大分市野田380
☎ 097-549-6612

ふるしょう医院

大分市大字古国府844
☎ 097－573－5566

かわかみ歯科

由布市挾間町北方13－1
☎ 097－586－3418

株式会社大分航空トラベル
大分市末広町１丁目１番18号
ニッセイ大分駅前ビル１階
☎ 097－536－0101
ＦAX 097－536－0021

WAKO'S

北九州市小倉南区下城野3－6－15
☎ 093－932－7380

大分運転免許スクール

１７７，２４０円
☎ 097－５２３－２１１２
（お電話は田井まで）

フォトクリエイトノア

別府市中須賀東町10-2
☎ 0977-67-5090

金　家

大分市上宗方653－4
☎ 097－588－8529

torico

大分市府内町1丁目3－18－３Ｆ
☎ 097－574－5105

（順不同）

ほほえみ調剤薬局

大分市大字野田272－5
☎ 097－574－8823

peach@hair

大分市大字羽田38－1
☎ 097－567－6006

南原クリニック

大分市新春日町2丁目4－3
☎ 097－573－6622

公認 亀の井自動車学校・鶴崎
大分市大字鶴瀬454番地
☎ 097－521－2121
ＦAX 097－521－5151
http://www.kamenoi.co.jp

    亀の井自動車学校・臼杵

臼杵市大字井村1800番地
☎ 0972－62－5195

（教習指導員 島谷周次　090－5936－7157）

美萌総合教室

大分市明野西2－10－2
☎ 097－556－0283

かく動物病院

大分市賀来南１丁目17－28
☎ 097－549－5633

大分オアシスタワーホテル

大分市高砂町２－48
☎ ０９７－５３３－４４１１

トキハインダストリーアテオ学園台店

大分市東野台2丁目1
☎ 097－549－3111

CASE  WORK

大分市府内町1－1－19
☎ 097－533－2798

㈱マリーヤン

大分市中央町2－5－21
セントポルタ中央町商店街内 1F
☎ 097－576－8669

スタジオさたけ

由布市挾間町向原356－1
☎ 097－583－0152

セントラルプラザ
カラオケ＆リゾート LAGULAGU

大分市府内町3丁目３－7
☎ ０９７－５３５－０００９

血の池地獄

別府市野田778
☎ 0120－459－554

鬼山地獄

別府市大字鉄輪628
☎ 0977－67－1500

湖　月

別府市北浜1－9－4
☎ 0977－21－0226

社会福祉法人若草会　創生の里

大分市野田306番地の2
☎ 097－549－0012

私たちは秋桜祭を応援しています


