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2005 年 1/1 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
赤坂プリンスホテルディナーショー

1/10 （月） カサ ・ デ ・ エスペランサフラメンコ ・ ライヴ
高円寺カサ ・ デ ・ エスペランサ

踊り ：
AMI/ 稲田進 / 小暮基子 ・ 佐藤千香子 ・
伊藤志保 ・ 飯塚真紀
パーカッション ： 堀越彰 （ゲスト）
ギター ： アントニオ ・ ガメス
カンテ ： アギラール ・ デ ・ ヘレス

1/16 （日） 「ジャズマン忠臣蔵」
初台 ・ 東京オペラシティ

山下洋輔 （p）
エリック宮城、 木幡光邦 （tp）
松本治、 青木タイセイ （tb）
池田篤、 梅津和時、 片山広明、 川嶋哲郎 （sax）
吉野弘志 （b）
堀越彰 （ds）
YUKARIE （ts）
金子飛鳥 （vn）

1/22 （土） ヒルトン東京 1F * セントジョージバー * Vo/ ラモーナ
P ｆ / 井上ゆかり
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

1/23 （日） 森野亜古さすらいと情熱のはざま～ Part4 ～
赤坂ビーフラット

森野亜古 （piano, composition）
和田弘志 （bass）
加塩人嗣 （sax, flute）
堀越彰 （drums）
よしうらけんじ （percussion）
田口真理子 （synthesizer）
岡部雄貴 （guitar）

1/29 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
場所 ： 春日部

2/5 （土） ヒルトン東京 1F * セントジョージバー * Vo/ マリア ・ エバ
P ｆ / 井上ゆかり
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

2/6 （日） NHK セッション 505
ROVA Saxophone Quartet （from San Francisco）
NHK FM 22 ： 00 ～ 22 ： 55
再放送 2/11 （金） 10 ： 00 ～ 10 ： 55

ジョン ・ ラスキンム baritone sax, alto sax
ラリー ・ オークスム tenor sax, sopranino sax
ブルース ・ アックレイ soprano sax, tenor sax
スティーヴ ・ アダムス alto sax, sopranino sax
ROVA Saxophone Quartet
with 永田利樹 （B） 堀越彰 （Ds）

2/9 （水） Super Clarinet Emsemble [STOK] Live
赤坂ビーフラット

白石幸司、 谷口英治、 大下和人、 金山徹
（以上 Clarinet ）
阿部篤志 （Pf）
一本茂樹 （Bass）
堀越彰 （Drums）
仙道さおり （Perc.）

2/10 （木） 「東方異聞 A Strange Story from The Far East 」
赤坂ビーフラット

堀越彰 （Drums&Percussion）
首藤久美子 （薩摩琵琶）
竹井誠 （笛 ・ 尺八 ・ 能管）
小濱明人 （尺八）
吉野弘志 （Bass）
ゲスト
深町純 （Pf）

2/17 （木） 藤井郷子ビックバンド
新宿 PITINN

2/19 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
町田

3/11 （金） 金谷こうすけコンサート大阪府民コンサート
「ジャズピアノ＋ヴァイオリン」
ドーンセンターホール （大阪）

ゲスト
Vn/ 渡辺剛
Ds/ 堀越彰
金谷こうすけグループ
Pf/ 金谷こうすけ
Ts/ 荒崎英一郎
Vn/CHINAMI B/ 三澤徹
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2005 年 3/19 （土） イベント
場所野口英世記念館
主催日本 ・ ガーナ ・ アフリカ ・ フレンドシップ
後援ガーナ大使館外務省
特別協力財団法人野口英世記念館
イベント趣旨
2004 年 12 月 26 日、 インドネシアで大地震 ・ それに伴う大
津波は膨大な死者を出し、 また現在でも大きな爪痕を残し
私達人類に大きな被害と衝撃を与えました。 そして昨年の日
本での中越地震等、 地球規模で大きな変革が起き始めてい
ます。 この巨大な悲しみと苦しみに対して私達は今何ができ
るか、 私達ができる支援を考えました。 私達の友人 ・ 知人
に呼びかけて、 私達の音楽で少しでも心を癒し、 被災地の
友人達を励ますチャリティーコンサートを開催致します。
本イベントは入場料を会場費用以外全額国連を通じて義援
金その他被災地への支援金とし、 参加アーティストは全員ボ
ランティアにて協力いたします。
私達のこのイベントが微力でも被災地の友人達が苦境を脱
する一助となり、 また多くの方に音楽を通じて私達が生活す
る地球の鼓動を感じ、 考える機会となれば幸いです。
そして日本とアフリカのコラボレーションにより、 両国間での
人種を越えた相互援助の精神の端緒となる事を祈念致しま
す。 私達の趣旨をご理解頂き、 ご支援を承りますようお願い
致します。

3/20 （日） ヒルトン東京 1F * セントジョージバー *

3/21 （月） Vo/ ラモーナ
P ｆ / 清水絵里子
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

3/24 （木） 山下洋輔 SESSION 六本木
秋田民謡と韓国胡弓ヘグム
南青山ＭＡＮＤＡＲＡ

柿崎竹美 （歌）
コッピョル （ヘグム < 韓国の胡弓 > 奏者）
渡辺和栄 （Pf）
山中信人 （津軽三味線）
堀越彰 （Drums）

3/25 （金） 鈴木直樹 SESSION
東京プリンスホテル

鈴木直樹 （Cl、 Sax）
峯野祐次 （Pf）
堀越彰 （Dr）

3/26 （土） 「Club SOLO-ist」
LADY JANE （下北沢）

堀越彰 [ds ・ perc]
渡辺剛 [vln]

3/27 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
吉川

4/3 （日） 上海 ・ 上海新天地観景台 「2005 Jazzy Shanghai」 山下洋輔 （p）
津上研太 （as）
堀越彰 （ds）

4/10 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
所沢ミューズ

4/24 （日） 虹のコンサート 「四月の想いで」
沖縄県うるま市民芸術劇場 （燈ホール）
主催 MACHU BOX
協賛南陶窯 ・ ピアニシモ ・ 木創舎

松堂好男 （Pf）
堀越彰 （Dr） 他

4/26 （火） 「古代未来」
「即興的創造性に満ちた北インド古典音楽を中心に、 ペル
シャ、 アラブの楽器、 現代のパーカッションなどで日本人の
われわれが日本でしか生まれない音を創造。 前世の記憶な
のか…。 古代 ・ 現代 ・ 未来を同じ時間 ・ 空間で表現する矛
盾の存在。」

小日向英俊 （Sitar）
逆瀬川健治 （Tabra）
宮島祐一 （Sarod）
堀越彰 （Drums）
MADOCA （Saz ・ Oud）

4/30 （土） ヒルトン東京 1F * セントジョジバー * Vo/ マリア ・ エバ
P ｆ / 峯野祐次
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

5/1 （日） 鈴木直樹 & スウィングタイムス愛知万博

5/2 （月） 山下洋輔セッション
新宿 PITINN

山下洋輔 （p）
斎藤草平 （b）
堀越彰 （ds）
MIYA （fl）
米田裕也 （as）

5/3 （火） 山下洋輔セッション （上海公演凱旋ライブ）
新宿 PITINN

山下洋輔 （p）
津上研太 （as）
堀越彰 （ds）

5/4 （水） 春の大祭 （つつじ祭り）
「音の交差地点」 「堀越彰 New Project」
大宮八幡宮 ・ 清涼殿 （杉並区）

堀越彰 [ds ・ perc]
渡辺剛 [vln ・ el vln]
深町純 [pf ・ keyboard]

5/12 （木） 森野亜古さすらいと情熱のはざま～ Part5 ～
赤坂ビーフラット

森野亜古 （piano, composition）
和田弘志 （bass）
加塩人嗣 （sax, flute）
堀越彰 （drums）
よしうらけんじ （percussion）
田口真理子 （synthesizer）
岡部雄貴 （guitar）
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2005 年 5/14 （土） ヒルトン東京 1F セントジョージバー Vo/ マリア ・ エバ
P ｆ / 峯野祐次
B/ 伊藤潮
Ds －堀越彰

5/15 （日） 「秋田民謡柿崎竹美ライブ」
LADY JANE （下北沢）

柿崎竹美 （歌）
渡辺和栄 （Pf）
堀越彰 （Drums）

5/16 （月） Super Clarinet Emsemble [STOK] Live
赤坂ビーフラット

白石幸司、 谷口英治、 大下和人、 金山徹
（以上 Clarinet ）
阿部篤志 （Pf）
一本茂樹 （Bass）
堀越彰 （Drums）
仙道さおり （Perc.）

5/22 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
山口県

5/29 （日） ぺピモン ・ フルートカルテット
赤坂ビーフラット

6/5 （日） Cuarteto ★ 400 （クアトロシエントス）
赤坂ビーフラット

会田桃子 （Vn）
北村聡 （Bn）
林正樹 （Pf）
西嶋徹 （Cb）
ゲスト
堀越彰 （Ds）

6/8 （水） 中島啓江コンサート
宮城県

6/10 （金） ヒルトン東京 1F * セントジョジバー * Vo/ マリア ・ エバ
P ｆ / 山本琢
B/ 松島憲昭
Ds/ 堀越彰

6/17 （金） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
新潟県

6/21 （火） 藤井郷子ビックバンド
新宿 PITINN

6/29 （水） 堀越彰 The WILL
南青山 MANDALA
企画 ・ 制作 ： （有） 楽遊舎 （有） COCO インターナショナル

7/3 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
美里町 （ 埼玉県）

7/20 （水） 大泉学園 in F 林正樹 （Pf）
堀越彰 （Dr）

7/30 （土） ヒルトン東京 1F * セントジョジバー * Vo/ マリア ・ エバ
P ｆ / 井上ゆかり
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

8/2 （火） 堀越彰 & 浅野町子リズミカル
南青山 MANDALA

堀越彰 （dr ・ per）
浅野町子 （和太鼓）
ゲスト
中村仁美 （篳篥 hichiriki）

8/5 （金） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
根室 （北海道）

8/13 （土） 中島啓江コンサート
春日部

8/15 （月） 山下洋輔 Session
大阪帝国ホテル

8/21 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
西興部 （北海道）

8/23 （火） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
釧路 （北海道）

8/25 （木） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
旭川 （北海道）

8/26 （金） 「真夏の夜の美味しい JAZZ」
堀越彰 JAZZ TRIO with マリア ・ エバ
八王子市南大沢文化会館
主催財団法人八王子市学園都市文化ふれあい財団
芸術文化振興課

堀越彰 （Ds）
林正樹 （Pf）
西嶋徹 （B）
マリア ・ エバ （Vo）

8/27 （土） ヒルトンサマー JAZZ フェスティバル
ヒルトン東京 1F マーブルラウンジ

8/28 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
小平市

9/2 （金） 戦国のファンタジー 「錆刀」
演出 ・ 振付 : 上田遥
東京国立博物館

小島章司
橋本拓也
AMI
はなわちえ
西川箕之助
橘るみ
早乙女太一他
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2005 年 9/3 （土） 戦国のファンタジー 「錆刀」
演出 ・ 振付 : 上田遥
東京国立博物館

小島章司
橋本拓也
AMI
はなわちえ
西川箕之助
橘るみ
早乙女太一他

9/4 （日） 戦国のファンタジー 「錆刀」
演出 ・ 振付 : 上田遥
東京国立博物館山下洋輔 Session
盛岡市

小島章司
橋本拓也
AMI
はなわちえ
西川箕之助
橘るみ
早乙女太一他

9/11 （日） 山下洋輔 Session
盛岡市

山下洋輔 （p）
津上研太 （as）
水谷浩章 （B）
堀越彰 （ds）

9/17 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
広島

9/19 （祝 ・ 月） 十五夜の神遊び 「月の音コンサート」
出演 : 「東方異聞 A Strange Story from The Far East」
杉並大宮八幡宮

堀越彰 （Drums&Percussion）
首藤久美子 （薩摩琵琶）
竹井誠 （尺八 ・ 笛 ・ 能管）
小濱明人 （尺八）
小林光 （Bass）
ゲスト
深町純 （Keyboad）

9/24 （土） ヒルトン東京 1F * セントジョジバー * Vo/ 竹下ゆき
P ｆ / 井上ゆかり
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

10/8 （土） ヒルトン東京 2F * セントジョジバー * Vo/ ラモ－ナ
P ｆ / 小谷教夫
B/ 伊藤潮
Ds/ 堀越彰

10/14 （金） REDXRED SOUL COMPANY Vol.4 「銀色の月」
西荻 WENZ スタジオ

渡辺剛 Violin
神田英姫 Dance
白土庸介 Guitar
堀越彰 Drums/Percussion
北村典子 Dance

10/15 （土） REDXRED SOUL COMPANY Vol.5 「銀色の月」
西荻 WENZ スタジオ

渡辺剛 Violin
神田英姫 Dance
白土庸介 Guitar
堀越彰 Drums/Percussion
北村典子 Dance

10/16 （日） REDXRED SOUL COMPANY Vol.6 「銀色の月」
西荻 WENZ スタジオ

渡辺剛 Violin
神田英姫 Dance
白土庸介 Guitar
堀越彰 Drums/Percussion
北村典子 Dance

10/21 （金） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
岡山

10/22 （土） 金谷こうすけ SESSION
スペースＲ （芦屋）
萬屋宗兵衛 （神戸）

渡辺剛 Violin
堀越彰 Drums
金谷こうすけ Piano
渡辺剛 Violin
堀越彰 Drums
荒崎英一郎 T Sax
中嶋明彦 Bass
金谷こうすけ Piano

10/23 （日） 金谷こうすけ SESSION
鳥取県八頭町ロッジ 「姫宮」

渡辺剛 Violin
堀越彰 Drums
荒崎英一郎 T Sax
中嶋明彦 Bass
金谷こうすけ Piano

10/28 （金） OrkestRova Europe Tour
Festival Onze Plus in Lausanne Switerland

ROVA Saxophone Quartet （ from San Fancisco）
ジョン ・ ラスキンム baritone sax, alto sax
ラリー ・ オークスム tenor sax, sopranino sax
ブルース ・ アックレイ soprano sax, tenor sax
スティーヴ ・ アダムス alto sax, sopranino sax
藤井郷子 Piano
田村夏樹 Trumpet
堀越彰 Drums 他
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2005 年 11/4 （金） OrkestRova Europe Tour
JAZZ D'Or in Strasbourg France

ROVA Saxophone Quartet （from San Fancisco）
ジョン ・ ラスキンム baritone sax, alto sax
ラリー ・ オークスム tenor sax, sopranino sax
ブルース ・ アックレイ soprano sax, tenor sax
スティーヴ ・ アダムス alto sax, sopranino sax
藤井郷子 Piano
田村夏樹 Trumpet
堀越彰 Drums 他

11/6 （日） OrkestRova Europe Tour
JAZZ Festival in Tampere Finland

ROVA Saxophone Quartet （from San Fancisco）
ジョン ・ ラスキンム baritone sax, alto sax
ラリー ・ オークスム tenor sax, sopranino sax
ブルース ・ アックレイ soprano sax, tenor sax
スティーヴ ・ アダムス alto sax, sopranino sax
藤井郷子 Piano
田村夏樹 Trumpet
堀越彰 Drums 他

11/11 （金） 鈴木直樹 （クラリネット） SESSION
赤坂ビーフラット

11/19 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
千葉

11/26 （土） 渡辺剛 （Vn） ライブ
高槻京都ホテル

渡辺剛 Violin
堀越彰 Drums
荒崎英一郎 T Sax
白土庸介 Guitar
金谷こうすけ Piano

11/27 （日） 金谷こうすけ SESSION
神戸六甲の 「里夢」

渡辺剛 Violin
堀越彰 Drums
荒崎英一郎 T Sax
中嶋明彦 Bass
白土庸介 Guitar

11/29 （火） 堀越彰 The WILL
南青山 MANDALA
企画 ・ 制作 （有） 楽遊舎 （有） COCO インターナショナル

12/7 （水） 小濱明人 CD 発売記念 Live
～波と椿と～
青山 LAPIN ET HALOT

小濱明人 < 尺八 >
ゲスト
堀越彰 <Percussion>
後藤幸浩 < 薩摩琵琶 >
吉野弘志 <WoodBass>
松本太郎 < 尺八 >
向島ゆり子 <Viola>
竹澤悦子 < 十七絃 >

12/13 （火） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND

12/18 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
武蔵村山

12/27 （火） 「Jazz Night with a Big Band」
新宿 「ヒルトン東京」 4F 菊の間

Clarinet ＆ Leader- 鈴木直樹
Trumpet- 鈴木正則、 奥村晶、 高瀬龍一、
伊勢秀一郎
Trombone- 片岡雄三、 池田雅明、 山城純子
Sax- 三木俊雄、 宮本大路、 岡淳、 近藤和彦、
石崎忍
Guitar- 小田島伸樹
Piano- 峯野祐次、 井上ゆかり
Bass- 伊藤潮
Drums- 堀越彰
特別ゲスト
Flute- 井上信平
Vibraphone- 大井貴司

12/31 （金） ヒルトン東京
カウントダウンライブマ－ブルラウンジ
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