2021年8月31日 火曜日

VOL.17

Angels新聞 8月号
制作:近江祐香

Angelsニュース

今月のエンジェル
ズのニュースをお
届け♪

P.2

【Special 生バンド Live 】

大型ビジョンCM

8/29 (sun)15:00
生演奏フルバンドで１時間のスペシャルライブ10曲を披露しました。

9月RUCO P.3

夏祭りスペシャルライブ

vol.8

8/29 (sun) 15:00-16:00
🎙 オリジナル曲特集♫
●Godバンド
・ドラム成相悠一
・キーボード 清水永之
・ベース浦野能拓

8月BIGOLIVE公式

God

・ギター

ライバー誕生

P.5

●ゲスト
・尺八奏者

山﨑東幸
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＝セットリスト＝
1.ダイヤモンドヘッド
2.秋田追分

パイプライン（GODバンド）

（山﨑東幸）

3.あちきは手毬
4.運命の如く

（おみゆか）
（おみゆか）

5.ひまわり（うた華）
6.ガーベラ（赤） （うた華）
7.真夜中のピクニック (RUCO）
8.star seed ~宇宙の旅人〜 (碧＊）
9.Twinkle STAR (碧＊）
10.She is my friend(篠塚ゆき）
11.Trap(篠塚ゆき）

Angelsニュース
こすげみか
【ご挨拶】

配信をするのが久々で、まだまだ知らないこと
も多いのですが、ぜひ、歌を聴きに、お話しを
しに、遊びにきてくださると嬉しいです！
21:00〜22:00(水曜日はおやすみ、変更の日もご
ざいます)。お休みの日は、イラストを描き上げ
る配信もしています♪
RUCO
みなさんこんにちは！
今年の夏は夏らしい事はなかなか出来ませんで
したが、ありがたい事にラジオオーディション
や、ショートMV撮影、エンジェルズLIVEな
ど、盛りだくさんに過ごすことができました
みなさんの応援のおかげです。

初めまして！8月よりXrossAngelsの仲間入りさ
せていただきました、こすげみかです。
シンガーソングライター、役者(即興劇)、
ナレーター、MC、イラストレーターなどたく
さん経験し、それを生かした楽しい空間が作れ
たらいいな！と思い、BIGO LIVEでの配信を決
めました。
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いつもありがとうございます！
ビゴライブではゆかちゃんとイベントに出場
し、企画として人生初のサンリオピューロラン

ギュラーメンバーとして活躍しています！世界
中の方に見ていただける機会が一気に増えて、
本当に嬉しく思っています！これからも精一杯
頑張りますので、皆様是非応援をよろしくお願
いします♬

ドにも行く事ができました。kittyさんの意外に
も大人目線なYouTubeにハマっているのでとて
も嬉しかったです！

＝9月のGMLHスケジュール＝

9月も止まる事なく進んでいきたいと思います

BIGO ID: yukishinozuka
9/1 13:00-13:30,9/2 11:00-11:30,9/4
12:30-13:00,9/7 11:00-11:30,9/8
13:00-13:30,9/10 13:00-13:30,9/11
13:00-13:30,9/12 13:00-13:30,9/14
12:30-13:00,9/15 13:00-13:30- JST(GMT+9)

どうぞよろしくお願いします( ´ ▽ ` )
篠塚ゆき
皆様、いつも温かい応援をありがとうございま
す♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪
配信アプリビゴライブにて、８月からGlobal

9月3日(金)は、 赤坂のBossa Nova & Jazz Club

Music Live House(公式国際チャンネル)のレ

KEI さんでのJazzライブを予定しています。
【出演】(Vo.)篠塚ゆき、大地耀子(pf)青木弘武
(b)竹内秀雄。17:00 Open 17:30 Start。
お時間のある方はどうぞ遊びにいらして下さい
♪( ´θ｀)ノ☆
東里香
8月1日からUpLiveさんにて、公式デビューしま
した！
只今、人生の冒険の旅に出ている里香ちゃむこ
と、東里香です！
お陰様で毎日、日本の大好きな海外の皆様や心
の温かい皆様に支えて頂き、頑張っておりま
す。

XROSSANGELS 109MEN’SビジョンCM 9月
9月はRUCOがビジョンに登場！
真夜中のピクニックとともに秋の風を感じる映像
をお楽しみください♪
スクランブル交差点渋谷ビジョン掲載場所：
スクランブル交差点のTSUTAYAさんを正面にし
て、右手方向甘栗屋さんの建物の大型ビジョンで
ご覧いただけます。
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音楽や歌で世界平和を目指している里香ちゃむ
にとってお陰様で、多いと世界中から1万人を

でのレギュラー出演が決まり、もうすぐ一月経
とうとしています。
厳しいスケジュールをがむしゃらに駆け抜けな
がらも、しっかりとエンターテイメントをお届
けできるように、心がけてきました。
英語力など、課題は山積みですが、身体の調子
を整えつつ、楽しんでいきたいと思います。

超える方々からご視聴を頂き、嬉しい限りで
す。
東

里香（Rika Azuma）

Upアカウント:rika_azuma0914です。
ほぼ毎日15時頃からと20時頃から昭和の名曲、
懐メロを中心に歌配信をしています。
そして、国際チャンネル（ミュージックライブ
ハウス）にも絶賛出演中です！

7月の世界大会では、2位をいただきまして
アプリの起動ページに載せていただきました。

9月14日のお誕生日にはお誕生会配信もさせて

8月も思いがけず決勝戦に出させていただける

頂きますので、お祝いに来てくださいね

ことになり、感謝の気持ちでいっぱいです。
日々楽しく過ごさせていただいています。
皆様の応援のおかげです。

ハッピーグループに入会すると、特典がありま
すので、お楽しみに〜！
詳しくは配信にてお問い合わせ下さい。

本当にありがとうございます！
XrossAngelsのイベントでは、なんとオリジナ

ありったけのLOVE！

ル曲をフルバンドで歌わせていただき、夢がま
た一つ叶いました！
そんな私の今の心の癒しは、羊毛フェルトで
作ったにゃんこさん！
配信の時間内で作りました。
めちゃくちゃかわいくできたよ♡
残暑も厳しいですが、元気に乗り切りましょう

碧＊
【暑い熱い夏でした！】
こんにちは！碧*（みどり）です！
今年の夏は厳しい暑さでした。
感染症予防に努めながら、様々な活動を行って
きました。

ね。

配信アプリ「BIGOLIVE」では、8月から世界公
式アカウント「Gloval Music Live House」
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おみゆか
皆さんこんにちわ！
８月も皆さんたくさん応援ありがとうございま

＝XrossAngelsニュース＝

した！BIGOLIVEは８月からグローバルミュー

BIGO LIVE
8月BIGO LIVEファミリーイベント

ジックライブハウスのレギュラーシンガーとし
てたくさん世界のリスナーさんも見て頂ける枠

【８月公式ライバー】

2位

で歌わせていただけて嬉しかったです♪
８月のイベントまとめ♪

8月からのBIGOLIVE公式ライバー３名増えまし

山の日イベント

た！応援よろしくお願いします！

入賞（ぬいぐるみGET♪）

最強の相棒おみるこ

29位（サンリオ、海、ス

タジオライブ全部楽しかった♪）
Global Got Talent Show ７位（世界の壁は高
い、、応援感謝！）

【Mina】（BIGO ID minancyo）
Jazzシンガー
”みなんちょ”ことMinaです。歌い手and MCし

9月も楽しく頑張ります！
皆様よろしくお願い致します。

ております。
市川うららFM（日）11:30~中島寿代ときめき

7月のイベントで入賞し、おみゆかのオリジナ

ウィンドゥ月１ダブルMC

ル曲がPVとともに流れます👼 ✨
テレビ番組【どっぷりアプリ】

【かぉりん】（BIGO ID kaorin1024）

■放送局BS11

シンガー
配信でもたくさん歌を歌えたらいいな！

・9月21日（火）23:00〜23:30
出演：はるちゃんさん
みゆかさん「たんぽぽ」

頑張りますっ♪

エンディング曲：お

Instagram@frequency_kaori

BSみれる方是非チェックしてくださいね♪
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【こすげみか】 （BIGO ID 315mikaaaaaa）

編集後記

シンガーソングライター/作編曲/オトギユーギ
劇団員/アナログイラスト/MC/ナレーター
Twitter@315mikaaaaaa

今年もあと4ヶ月！！あっという間ですね〜！
夏は終わろうとしていますが今年の夏からクロスエン
ジェルズ に新たなメンバーが入り、新たな風が吹く予感
で、ワクワクしています。

【ブロマイド販売】
コンテンツプリント

BIGOLIVEの中でもまた一段と、賑やかになりそうな予感

Eプリント

ですっ♪今月は、配信ライブ限定で、荻窪のタイムマシー
ンさんで、豪華バンドライブを行ったのですが、内装が
とても可愛いお店でした〜！シャンデリアが豪華で、こ
のお店でライブができ嬉しかったです！

全国のコンビニ(ローソン、セブンイレブン、 ファ
ミマ)のコピー機で販売中。

またできるといいな♪( ´▽｀)

~購入方法~

このライブが見られなかった方も、クロスエンジェルズ

液晶画面から、コンテンツプリント→eプ リント→ブロ

のYOUTUBEに全ステージをアップしていますので、是非

マイド →Xangelsブロマイド →好きな写真を選択してく

チェックしてみてください♡

ださいね。 1枚300円(税込み)

クロスエンジェルズのLINE@
私たちクロスエンジェル
ズのイベント、ライブ の
告知など様々な情報を
GETすることができる公
式ライン＠です!
まだ登録されてない方
は、ぜひチェックしてく
ださいね♫
今月号の感想、ご意見、
こんなイベントやってほし
いなど、お便りも募集していますので、ぜひ皆様の登録
お待ちしています！
【LINE＠検索→XROSSANGELS】

本当に８月は本当にあっという間でした！
BIGOLIVEのレギュラーシンガーというものが本当に嬉し
い反面、とても毎日に追われた様な感じでしたが９月は
２ヶ月目なので少し余裕が出るといいなあ。
碧ちゃん、ユキちゃんと3人でクロスエンジェルズ シン
ガー頑張っていきたいと思いますので、皆さんよろしく
お願いします〜！皆さん気温の変化がとても激しいので

クロスエンジェルズ Store

体調崩さない様にお気をつけくださいね٩( 'ω' )و
Photo by みどたん（近江祐香）

CDやオリジナルグッズなど購入できます！！
また、こちらのストアから購入していただくと、スペ
シャルブロマイドをプレゼントしているので、是非ゲッ
トしてみてくださいねっ♪

HP:https://xangels.co.jp/store/
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