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2007 年 1/12 （金） 藤井郷子オーケストラ
新宿 PITINN

早坂紗知、 泉邦宏 （as）
木村昌哉、 後関好宏 （ts）
鬼頭哲 （ba）
田村夏樹、 福本佳仁、 渡辺隆雄、 城谷雄策 （tp）
はぐれ雲永松、 高橋保行、 古池寿浩 （tb）
藤井郷子 （p）
永田利樹 （b）

2/1 （木） AMI フラメンコリサイタル 「Feel 3 × Body ＝ Flamenco」
草月ホール

踊り ： ＡＭＩ / 箆津弘順 / 小暮基子 / 伊藤志保
佐藤千香子 / 中村里美 / 田中玲子 / 陳
カンテ ： ダビ ・ ラゴス / アギラール ・ デ ・ ヘレス
ギター ： アントニオ ・ ガメス
ドラム ： 堀越彰

2/2 （金） AMI フラメンコリサイタル 「Feel 3 × Body ＝ Flamenco」
草月ホール

踊り ： ＡＭＩ / 箆津弘順 / 小暮基子 / 伊藤志保
佐藤千香子 / 中村里美 / 田中玲子 / 陳
カンテ ： ダビ ・ ラゴス / アギラール ・ デ ・ ヘレス
ギター ： アントニオ ・ ガメス
ドラム ： 堀越彰

2/7 （水） Stewmahn
公園通りクラシックス （渋谷）

林正樹 （Pf）
アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋徹 （B）
堀越彰 （Dr）

2/13 （火） AKIRA HORIKOSHI 東方異聞
民謡歌手伊藤多喜雄出演急遽決定 ! !
JZ Brat （渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F）

堀越彰 Dr/Per
首藤久美子薩摩琵琶 / 歌語り
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/Key

3/8 （木） Stewmahn
江古田 BUDDY

林正樹 （Pf）
アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋徹 （B）
堀越彰 （Dr）

3/15 （木） 藤舎千穂 Presents お囃子ライブ
南青山 MANDALA
1 お囃子ってこんなに凄い！こんなに楽しい！
（お囃子） 藤舎千穂藤舎清之他全９名
（三味線） 鳥羽屋里夕東音植松美名
2 「春」 をテーマに…
（ピアノ） 加藤実 （ドラムス） 堀越彰
3 歌舞伎十八番の内、
　長唄 「勧進帳―読み上げ問答入り―」
（唄） 岡安晃三朗東音西垣和彦東音味見純
（三味線） 稀音家祐介今藤長龍郎杵屋栄八郎

3/21 （祝） 世田谷区地域コミュニティ活性化支援事業
WAKA-CHU 心とからだのライブパフォーマンス
堀越彰 PLAY GROUND
" ミュージシャンに憧れて "
26 年前に卒業した母校若林中学校を訪れ、 自らのルーツを
たどりながらジャズ演奏と共に贈るライブ & トーク。
若林中学校体育館
主催笑 in 若林

堀越彰 （Drums & Percussion）
柴田敏弥 （Piano）

3/22 （木） REDXRED SOUL COMPANY vol.6
2007 記憶…wake out of sleep
シアタートラム
主催 （株） ワタナベレコード
旧来のクラシック音楽にとらわれないスタイルで人気を集め
たインストゥメタル ・ バンド 「G クレフ」 の元メンバーで、 気
鋭のヴァイオリニストとして活躍中の渡辺剛と、 多彩なジャン
ルの表現力を持つダンサーの神田英姫によるカンパニーが、
04 年初演作を再演。
１人の少女の寓話を描くダンス作品です。

渡辺剛 （ヴァイオリン）
神田英姫 （ダンス）
白土庸介 （ギター）
堀越彰 （ドラム）
小泉ヒロカズ （ヴァイオリン）
北村典子小椋祐子岩崎多賀子
竹井景子谷井里衣赤峰宏枝
菊池真由美本田沙耶香 （ダンス）

3/23 （金） REDXRED SOUL COMPANY vol.6
2007 記憶…wake out of sleep
シアタートラム
主催 （株） ワタナベレコード
旧来のクラシック音楽にとらわれないスタイルで人気を集め
たインストゥメタル ・ バンド 「G クレフ」 の元メンバーで、 気
鋭のヴァイオリニストとして活躍中の渡辺剛と、 多彩なジャン
ルの表現力を持つダンサーの神田英姫によるカンパニーが、
04 年初演作を再演。
１人の少女の寓話を描くダンス作品です。

渡辺剛 （ヴァイオリン）
神田英姫 （ダンス）
白土庸介 （ギター）
堀越彰 （ドラム）
小泉ヒロカズ （ヴァイオリン）
北村典子小椋祐子岩崎多賀子
竹井景子谷井里衣赤峰宏枝
菊池真由美本田沙耶香 （ダンス）
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2007 年 3/31 （土） "KIDS CLASS DAY"
カノウプス KIDS CLASS 発表会
日頃の授業の成果を発表しよう !!KIDS クラスの開講から早く
も 3 年ほどの月日が流れました。 途中で一人も辞めることな
く今日を迎えることができ、 大変うれしく思っています。 この
3 年間、 隔週で来ている子供たちとたくさんのリズムを体験
しました。 子供たちのリクエストから、 みんなの好きな曲に
あわせて叩く楽しさも知ることができました。 そこで、 日頃の
成果を発表し、 さらに楽しく音楽と触れ合うために、 発表会
を開催したいと思います。 慣れ親しんだいつもの教室で、 も
し不安なら僕も一緒に叩きますよ。 大人クラスのお兄さんた
ちの発表や、 ゲストにポンタボックスや TOKU などで活躍の
若手キーボーディスト柴田敏弥氏と僕のセッションなど、 い
ろいろな方法で皆が少しドキドキし、 たくさん楽しめる時間に
したいと思います。楽器演奏のできるお父様お母様もセッショ
ンに参加できるフィナーレを用意しています。
カノウプスショールーム

講師 / 堀越彰
ゲスト / 柴田敏弥 （Key）

4/1 （日） 「夙川音楽街道」
『金谷こうすけジャズ
＆クラシックメルティングオーケストラ』
松下記念ホール （阪急夙川駅）

Pf/ 金谷こうすけ
B/ 中嶋明彦
Ts/ 荒崎英一郎
Vn/CHINAMI
Vn/ 長澤眞紀
Va/ 大槻桃子
Vc/ 三宅香織
スペシャルゲスト
渡辺剛 （Vn/ 元 G クレフ）
堀越彰 （Ds/ 元山下洋輔トリオ）

4/8 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
所沢

4/14 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
福岡県

4/24 （火） 「The WILL」
感性のドラマー堀越彰
鮮烈のバイオリニスト渡辺剛
孤高のピアニスト深町純
3 人にして無限大のオーケストラ
南青山 MANDALA

5/3 （木） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
水沢江刺

5/5 （土） 金谷こうすけ SESSION
萬屋宗兵衛 （神戸）

渡辺剛 Violin
堀越彰 Drums
金谷こうすけ Piano 他

5/8 （木） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
福山

5/9 （木） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
尾道

5/10 （木） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
下関

5/11 （金） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
小郡文化会館

5/12 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
うきは市文化会館

5/14 （木） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
宮崎

5/29 （火） Stewmahn
公園通りクラシックス （渋谷）

林正樹 （Pf）
アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋徹 （B）
堀越彰 （Dr）

6/4 （月） Cuarteto 400 （クアトロシエントス）
南青山 MANDALA

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

6/21 （木） 藤井郷子オーケストラ
新宿 PITINN

早坂紗知、 泉邦宏 （as）
木村昌哉、 後関好宏 （ts）
鬼頭哲 （ba）
田村夏樹、 福本佳仁、 渡辺隆雄、 城谷雄策 （tp）
はぐれ雲永松、 高橋保行、 古池寿浩 （tb）
藤井郷子 （p）
永田利樹 （b）

6/30 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
千葉

7/1 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
千葉

7/10 （火） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
由利本荘 （秋田県）

7/11 （水） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
東由利 （秋田県）

7/13 （金） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
盛岡 （岩手県）

7/14 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
野田 （岩手県）
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2007 年 7/16 （祝） " 秋田民謡 " 柿崎竹美ライブ
古くから息づく伝統 「民謡」 そこには自然や人の暮らしが織
り込まれている。 美しく澄んだ歌声に洋楽のエッセンスを加
え独自の " 秋田民謡 " を歌う柿崎竹美。 「The WILL」 「東
方異聞」 など自己のプロジェクトを持ち古今東西の音楽を
ジャンルを超えて探求するドラマー堀越彰。 河島英五の右
腕として常にツアー、 レコーディングに参加したピアノ、 キー
ボーディスト渡辺和栄。 日本民謡の革命児伊藤多喜雄に見
出された 3 人が " 今 " の感覚で 「民謡」 を伝承する。
LADY JANE （下北沢）

柿崎竹美 （歌）
堀越彰 （Drums）
渡辺和栄 （Pf）

7/17 （火） 『ユーラシアの風』 LIVE IN TOKYO
マンハッタンブルー （大手町）

Pf/ 金谷こうすけ
B/ 石井康二
Ds/ 堀越彰
Vn/ 渡辺剛
Ts/ 荒崎英一郎

7/19 （木） 『金谷こうすけ SESSION』
レフトアローン

Pf/ 金谷こうすけ
B/ 石井康二
Ds/ 堀越彰
Ts/ 荒崎英一郎
Tp/ 広瀬未来

7/20 （金） 『金谷こうすけ SESSION』
ラグタイム大阪

Pf/ 金谷こうすけ
B/ 石井康二
Ds/ 堀越彰
Ts/ 荒崎英一郎
Vn/CHINAMI
Vn/ 長澤眞紀
Va/ 中島悦子
Vc/ 三宅香織

7/21 （土） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
野毛大道芸

7/22 （日） 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
野毛大道芸

7/26 （木） 『金谷こうすけサマーディナーショー』
『宝塚ホテル』 宝寿の間 （新館 6F）

Jazz&Classic Melting Orchestra
Ts/ 荒崎英一郎
Vn/ 友永健二
Vn/CHINAMI
Va/ 飛田千寿子
Vc/ 三宅香織
ゲスト
渡辺剛 /Vn （元Ｇクレフ）
堀越彰 /Ds （元山下洋輔トリオ）

7/28 （土） 米谷智 SESSION
ラビアンローズ （学芸大学）

米谷智 （尺八） 渡辺和栄 （Pf）
小林光 （Bass） 堀越彰 （Drums）

8/4 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
北斗 （北海道）

8/5 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
美唄 （北海道）

8/6 （月） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
石狩 （北海道）

8/7 （火） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
銭函 （北海道）

8/8 （水） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
栗山 （北海道）

9/16 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
諫早 （長崎県）

9/19 （水） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
米子

9/20 （木） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
石央

9/21 （金） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
広島

9/22 （土）
〜 30 （日）

ハプニングスフォー岡山国際音楽祭
creative BLD Ark （岡山市）
主催おかやま国際音楽祭実行委員会岡山市

10/2 （火）
〜 7 （日）

パパ ・ タラフマラ新作公演
「トウキョウ⇔ブエノスアイレス書簡」
" 恋はくるくる回り舞台 "
アサヒ ・ アートスクエア
作 ・ 演出 ・ 振付小池博史

< 出演 > 夢見た女は渦の中 / 小川摩利子
迷い込んだ女 / あらた真生
迷い込んだ男 / 池野拓哉
微笑みと幻覚のダテ男 / 天野史郎
目玉ギロリの座敷わらし / 南波冴
ギスギス女中 / 菊地理恵
そそのかし女中 / 清水小寿江
嵐の郵便局員 / 橋本礼
< 音楽 >
ピアノ / 中川俊郎
パーカッション / 堀越彰
ヴァイオリン / 伊藤彩
チェロ / 遠藤益民
ヴォイス / 横手亜梨沙

10/13 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
秋田

10/14 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
仙北市

10/15 （月） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
本庄市
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2007 年 10/16 （火） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
宮城

10/18 （木） Stewmahn
公園通りクラシックス （渋谷）

林正樹 （Pf）
アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋徹 （B）
堀越彰 （Dr）

10/21 （土） ハプニングス ・ フォー
博多

10/24 （水） 藤井郷子オーケストラ
新宿モリエール

早坂紗知、 泉邦宏 （as）
木村昌哉、 後関好宏 （ts）
鬼頭哲 （ba）
田村夏樹、 福本佳仁、 渡辺隆雄、 城谷雄策 （tp）
はぐれ雲永松、 高橋保行、 古池寿浩 （tb）
藤井郷子 （p）
永田利樹 （b）

10/26 （金） 藤井郷子カルテット
ジャズスポットアドリブ （関内）

藤井郷子 （P）
田村夏樹 （TP）
是安則克 （b）
堀越彰 （ds）

10/27 （土） 米谷智 SESSION ラビアンローズ
学芸大学

米谷智 （尺八）
渡辺和栄 （Pf）
小林光 （Bass）
堀越彰 （Drums）

10/31 （水） 「The WILL」
感性のドラマー堀越彰
鮮烈のバイオリニスト渡辺剛
孤高のピアニスト深町純
3 人にして無限大のオーケストラ
南青山 MANDALA

11/13 （火） Cuarteto 400 （クアトロシエントス）
南青山 MANDALA

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

11/17 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
富士吉田

11/18 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
甲府

11/18 （日） 藤井郷子カルテット
新宿 PITINN

藤井郷子 （P）
田村夏樹 （TP）
是安則克 （b）
堀越彰 （ds）

11/27 （火） 唯文リサイタル
朝日ホール （有楽町マリオン）

12/8 （土） オーストラリア Sydney
"The Sound Lounge"

田村夏樹 Tp
藤井郷子 Pf
堀越彰 Dr

12/11 （火） オーストラリア Melbourne
"Bennett's Lane Jazz Club"

Melbourne Women's International Jazz
Festivalwith Bennett Lane Big Band
田村夏樹 Tp
藤井郷子 Pf
堀越彰 Dr 他

12/18 （火） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
スクラム 21 （溝ノ口）

伊藤多喜雄 Vo
安曇野めぐ留 Vo
松本宏平尺八
広原武美三味線
竹田弘樹 B
竹本一匹 Per
渡辺和栄 Pf
アリア晴美 Vo
堀越彰 Dr

12/19 （水） 西川美里クリスマスライブ
ラグタイム大阪

Vo/ 西川美里
Pf/ 金谷こうすけ
Ts/ 荒崎英一郎
Vn/ ユーマ
B/ 石井康二
Ds/ 堀越彰

12/20 （木） 金谷こうすけ SESSION
萬屋宗兵衛

Vo/ 南ルミコ
B/ 石井康二
Ds/ 堀越彰
Pf/ 金谷こうすけ他

12/21 （金） 金谷こうすけ SESSION
みのり館 （兵庫県朝来市にある保養施設です）

Pf/ 金谷こうすけ
B/ 中嶋明彦
Ds/ 堀越彰
Ts/ 荒崎英一郎
Vn/CHINAMI

12/31 （月） カウントダウンライブ
ヒルトン東京 1F セントジョージバー
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