
20th

Oct.3rd   (Sat) 2015
open:19:00 start:19:30

Restaurant Cafe Take 5
Odakyu-Odawara Line ,

Odakyu-Sagamihara St. 2min.

Live charge:3,000 yen
 incl.2drinks

tel:0427-48-7498
090-1607-7498(Hirota）

Oswald Kouame’s
20th anniversary of

Music Career
2015年10月3日（土）

open:19:00 start:19:30

Restaurant Cafe Take 5
小田急相模原駅 徒歩2分

(小田急小田原線)

ライブチャージ　￥3,000 2drinks

tel:0427-48-7498
090-1607-7498(広田）

http://odasagat5.exblog.jp/

Biography
Oswald Kouame is a musician born in Ivory Coast  in Abidjan, the economic capital of
Cote d’Ivoire.

Of the age of 7 he starts banging on the drums without being invited.
He graduated from the National Institute of Arts and Cultural Action, INSAAC.
Then he started a real musical journey in 1995.
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Now he lives in Japan. Come to meet him in his lives!
Let's enjoy music and dance together!!!

http://oswaldkouame.jp/

Live in
Odakyu
Sagami
hara

オズワルド・コアメ　プロフィール
（西アフリカ・コートジボワール出身）

オズワルドは、西アフリカ、コートジボワール出身。６
～７歳の頃から自発的にパーカッションを叩き始め、
12歳の頃、初めての海外ツアーに！!それが、彼の本格
的な音楽活動のスタートだったのです。

パーカッションのリーダーとして数々のグループとアフ
リカ、ヨーロッパ各国で数多くのフェスティバル、コン
サートに出演し、活動拠点を広げました。
アフロ・ビート、ジャズ、レゲエ、ズーク、カリビア
ン、ファンク、R&Bなど様々なジャンルの音楽を演奏
し、またソングライター、コンポーザーとして数々の楽
曲の作詞、作曲、編曲を行っています。

2013 年から日本に拠点を移し、アフリカン・バンド
「ン・ザッサ・ミュージック」(N’Zassa Music)の
リーダーとして演奏活動を行うとともに、様々な国籍・
ジャンルのミュージシャンたちとのセッション、共演を
行っています。
浜松町アフリカン・レストラン「カラバッシュ」にて、
レギュラー出演（毎週金曜夜19:30-）

 - N'Zassa Production celebrates -

N'Zassa Production (Oswald Kouame Office)


