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2009 年 1/13 （火） 藤井郷子オーケストラ
場所　新宿 PITINN　開場 19:30　開演 20:00
メンバー
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）
ケリー・チュルコ （g） 藤井郷子 （p） 永田利樹 （b） 堀越彰 （ds）

新宿 PITINN
03-3354-2024

1/16 （金） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　札幌

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

1/25 （日） 原大介 LIVE
場所　静岡
メンバー
原 大介 （Guitar）　ぺぺよしひろ （Bass）　堀越 彰 （Drums） 

1/28 （水） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　KAMOME live matters （横浜）
市営地下鉄 関内駅 徒歩 3 分
みなとみらい線 馬車道駅 徒歩 5 分
JR 関内駅 徒歩 5 分
メンバー
林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）
お問い合せ
KAMOME　045-662-5357
231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町 6-76
kamome@yokohama-kamome.com

1/30 （金） AKIRA HORIKOSHI
　　東方異聞
A Strange Story from the Far East
「天の声 神の囁き 民の唄」

忘れられた日本の記憶は、 幸運にも 「東方異聞」 の何千
年にも渡る伝統への愛情のおかげで消え去ることがない。
（イタリアレビューから）

奇跡の民謡歌手 伊藤多喜雄
孤高のピアニスト 深町純
2 人の強力なゲストを迎える
2009 年　最初の 「東方異聞」
あの 「江差追分」 をふたたび…
場所　南青山 MANDALA
　　　 18:30 Open 19:30 Start
料金　5,000 円 （1Drink 付）

<Member>
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）　
<Guest>
深町 純　（Key）　
伊藤多喜雄　（Vo）　

お問い合せ / チケット販売
Office Play Ground
南青山 MANDALA
03 5474-0411 （16:00 ～ 22:00）

2 月 1 （日） TAKiO SPIRIT2009
場所　ティアラこうとう 大ホール
開場 14:30　開演 15:00
料金　一般 \5000　ティアラ友の会 \4500
出演　伊藤多喜雄 &TAKiO BAND

東京労音
03-3204-9933
ティアラこうとう
03-5624-3333
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2009 年 2 月 8 日 （日）
～ 3 月 4 日（木）

藤井郷子 ma-do　ヨーロッパツアー
メンバー　藤井郷子 （P）　田村夏樹 （TP） 是安則克 （b）　
堀越　彰 （ds）

２／９ （月）
オランダ、 Eindhoven　『Caf? wilhelmina』 21:00
http://www.axesjazzpower.nl/index.html
２／１０ （火）
ベルギー　Gent 『Vooruit』 20:00
http://www.vooruit.be/
２／１２ （木）
ドイツ　Cologne 『Stadtgarten』 20:30
http://www.stadtgarten.de/
２／１３ （金）
ドイツ　Bielefeld 『Bunker Ulmenwall』 20:30
http://www.bunker-ulmenwall.de/
２／１６ （月）
イギリス　London 『Vortex』 20:30
http://www.vortexjazz.co.uk/index.html
２／１７ （火）
イギリス　Bristol 『The Croft』
http://www.the-croft.com/
２／１８ （水）
ドイツ　Berlin 『A Trane』
http://www.a-trane.de/
２／２１ （土）
オーストリア　Rudersdorf 『Limmitationes』
http://www.limmitationes.com/
２／２３ （月）
オーストリア　Wien 『Porgy & Bess』
http://www.porgy.at/
２／２５ （水）
ポーランド　Krakow 『Manggha』
http://www.manggha.krakow.pl/
２／２７ （金）
ドイツ　Munchen 『Unterfahrt』
http://www.unterfahrt.de/
２／２８ （土）
ドイツ　Neuburg 『Birdland』
http://www.birdland.de/
３／２ （月）
フランス　Lille 『La Malterie』
http://www.lamalterie.com/

3/24 （火） Stewmahn （林正樹カルテット）
19:00 〜
場所　公園通りクラシックス （渋谷）
メンバー　林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）　
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）

公園通りクラシックス
03 3464-2701

4/8 （水） 小濱明人 尺八 　Live at november-eleventh
19:30 ～
場所　港区 赤坂 november-eleventh
03-3588-8104
料金　¥3,150
出演者
小濱明人 （尺八） ／石川高 （笙）
関口慎悟 （g.） ／堀越彰 （Ds.）

昨年から始まった新しいプロジェクト。 森羅万象を奏でる笙
の石川高さん、 柔らかく遠くへと広がる音を放つギターの関
口慎悟さん、 透明感とともにどこか日本的な美学を感じさせ
てくれる不思議な魅力を持ったドラムの堀越彰さん。 この素
晴らしいメンバーと共に私のオリジナル曲を中心にお送りし
たいと思います。 さらに深化した 4 人の音を是非体験しに来
て下さい。

問合先　マーサメリー
info@masmary.com

4/19 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　野毛大道芸

フィールドワークス
03-3461-3399

4/21 （火） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　KAMOME live matters （横浜）
231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町 6-76
市営地下鉄 関内駅 徒歩 3 分
みなとみらい線馬車道駅 徒歩 5 分
JR 関内駅 徒歩 5 分
メンバー
林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）　
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）

KAMOME
045-662-5357
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2009 年 5/15 （金）
16 （土）
17 （日）

杉 田 ア キ ヒ ロ & 堀 越 ア キ ラ PLAY GROUND　 関 西 
3DaysTour

おなじみの曲からミュージカルナンバー、 オリジナ ルまで
僕たちの歌がほんのひととき　皆さんの心にとどきますように
< Member >
　　杉田あきひろ （Vocal）　http://www.stradacompany.com/
　　　　
　　堀越　彰 （Drums）
< Guest >
　　金谷こうすけ （Piano）
　　 中島明彦 （Bass）

【1】 5/15 （FRI） 18:00/Open 19:30/Start
場所　　ライブスポットラグ （京都）
http://www.ragnet.co.jp/　　　　　　 　　　　　　　　　
料金　　前売 \4000/ 当日 \4500/
チケットご予約 / お問い合せ　
　ストラーダカンパニー　mikaris@nifty.com　
　　http://www.stradacompany.com/news/
　Office Play-Ground　 info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
　ライブスポットラグ　075 255-7273
　　京都市中京区木屋町通三条上ル京都エンパイヤビル 5F
　 チケットぴあ : Ｐコード : 321-478
　　　　　　 TEL: 0570-02-9999
　ローソン : Ｌコード : 58622
　　　　　　 TEL: 0570-084-005

【2】 5/16 （SAT） 19:00/Open 19:20/Start
　　　　 （対バン有り 「R Φ CK」）
場所　　マロンパラダイス （福井）
http://www.maronparadise.jp/
料金　　前売 \4,000/ 当日 \4,500/
チケットご予約 / お問い合せ　
　ストラーダカンパニー　mikaris@nifty.com　
　　http://www.stradacompany.com/news/　　
　 Office Play-Ground　 info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp　　
　マロンパラダイス　0776 51-6800 （金曜 / 土曜）　
　　090 1965-7756 （ヒラノ）　
　　zun@wonder.ocn.ne.jpzun@wonder.ocn.ne.jp
　　福井県坂井市春江町江留上昭和 139

【3】 5/17 （SUN）　17:00/Open 18:30/Start
場所　　ラグタイム大阪
　 http://www.mmjp.or.jp/live-info/shop/rugtime.html　
料金　　前売 \4,000/ 当日 \4,500/
チケットご予約 / お問い合せ
　ストラーダカンパニー　mikaris@nifty.com　
　　http://www.stradacompany.com/news/　　
　 Office Play-Ground　 info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp　　
　ラグタイム大阪　06 6214-5306
　　大阪市中央区心斎橋筋 2-6-14　アクロスビル 4F

##########

5/21 （木） 藤井郷子オーケストラ
場所　SOMEDAY （新宿）
開場 19:30 開演 20:00　￥3,800
メンバー
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）
ケリー・チュルコ （g） 藤井郷子 （p） 永田利樹 （b） 堀越彰 （ds）
お問い合せ　SOMEDAY　03-3359-6777
　東京都新宿区新宿 1-34-8 新宿御苑前ビル B1 （やよい軒
の地下）

5/24 （日） 藤井郷子 ma-do
場所　新宿 PIT INN
開場 19:30 開演 20:00　\3,000 （1Drink 付）
メンバー　藤井郷子 （P）　田村夏樹 （TP）
　　　　　 是安則克 （b） 　堀越　彰 （ds）

新宿 PIT INN
03-3354-2024

6/5 （金） 清水梨央コンサート
場所　内幸町ホール
メンバー
大貫祐一郎 （Piano）　山口じゅん （Bass）　堺あつお （Syn）
堀越 彰 （Drums）

20
09



堀越　彰　Akira Horikoshi
〜 Schedule 〜

27

2009 年 6/6 （土） 杉田アキヒロ & 堀越アキラ PLAY GROUND
　　　　　　　　　　　　　 at 南青山 MANDALA

おなじみの曲からミュージカルナンバー、 オリジナルまで
僕たちの歌がほんのひととき　皆さんの心にとどきますように
< Member >
　杉田あきひろ （Vocal）
　　http://www.stradacompany.com/
　堀越 （Drums）
　　 http://www1.ttcn.ne.jp/play-ground/
< Guest >　　 江草啓太 （Piano）　 白𡈽庸介 （Guitar）
時間　18:30/Open 19:30/Start
場所　南青山 MANDALA
料金 \4,500 （inc.one drink&tax）
チケットご予約 / お問い合せ　
　ストラーダカンパニー　mikaris@nifty.com　
　　http://www.stradacompany.com/news/
　Office Play-Ground　 info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
　南青山 MANDALA　Tel 03 5474-0411
　　http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html

6/13 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　南茅部 （北海道）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

6/14 （日） 米谷 智 with FRIENDS
メンバー　米谷 智 （尺八）　渡辺和栄 （Pf）　小林 光 （Bass）
　堀越 彰 （Drums）

6/17 （水） 伊藤多喜雄 & 安曇野めぐ留　親子 LIVE
場所　渋谷アピア

渋谷アピア
03-3464-9590
TAKiO プロモーション
044-844-2338

6/23 （火） 米谷 智 with Friends
「うたごころ 」 CD 発売記念ライブ　
　　　　　　　　　　　　　　　
「尺八の音は素朴で土臭く　時には激しく聞く人の心に感動
を与えてくれると思います。 ぜひ弟の尺八を聞いてみて下さ
い。」 ビートきよし
<Member>　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　米谷 智 （尺八 / 笛 / 能管）
　　　渡辺和栄 （Piano/Key）　　　　　　　　　　　
　　　小林 光 （Bass）
　　　堀越 彰 （Drums/Percussion）
<Guest>
　　　ツービートのビートきよし
　　　B&B の島田洋八
日時　2009.6.23 （Tue）　Open18:00 Start19:30
場所　JZ Brat （渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F）
料金　\4,200 + オーダー
チケット取扱 / お問い合せ
　　　JZ Brat （渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F）　
　　　　03 5728-0168
　　　　http://www.jzbrat.com/
　　　米谷 智　s.yoneyasyaku8yama@friend.ocn.ne.jp

7/4 （土） 藤井郷子 ma-do
場所　スロベニア　リュブリャナ
メンバー　藤井郷子 （P）　田村夏樹 （TP）　是安則克 （b）
堀越 彰 （ds）

7/12 （日） 藤井郷子 ma-do
場所　オランダ　ノースーシー
メンバー　藤井郷子 （P）　田村夏樹 （TP）　是安則克 （b） 
堀越 彰 （ds）

7/19 （日） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　江古田 BUDDY
メンバー
林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）　 西嶋 徹 （B）　堀
越 彰 （Dr&Per）

江古田 BUDDY
03-3953-1152

8/8 （土） 杉田アキヒロ & 堀越アキラ　PLAY GROUND
場所　カフェミント北梅田店
メンバー　杉田あきひろ （Vocal）　堀越　彰 （Drums）
ゲスト　金谷こうすけ （Piano）　中島明彦 （Bass）

カフェミント北梅田店
06-6374-0265

8/9 （日） The WILL
場所　カフェミント北梅田店
メンバー　堀越 彰 （Drums&Percussion）　渡辺 剛 （Violin）　
深町 純 （Piano）

カフェミント北梅田店
06-6374-0265

8/15 （土） 藤井郷子 ma-do
場所　関内アドリブ　19:30 〜　￥2500 （ドリンク別）
メンバー
藤井郷子（P）　田村夏樹（TP）　是安則克（b） 　堀越 彰（ds）

関内アドリブ
045-262-8111
神奈川県横浜市中区吉田町 3-9 2F
http://www.jazz-adlib.info/

8/18 （火） The WILL
" 3 人にして無限大のオーケストラ "
場所　南青山 MANDALA
メンバー 　堀越 彰 （Drums&Percussion）　渡辺 剛 （Violin）
深町 純 （Piano）

Office Play Ground
info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
南青山 MANDALA
03-5474-0411
（16:00 ～ 22:00）
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2009 年 8/20 （木） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　横浜　KAMOME
メンバー　林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）　 西嶋 徹
（B）　堀越 彰 （Dr&Per）

KAMOME
045-662-5357
231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町 6-76
kamome@yokohama-kamome.com

8/21 （金） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　神戸　萬屋宗兵衛
メンバー
林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per） 

萬屋宗兵衛
078-332-1963
650-0022
神戸市中央区元町通 1-8-4-B1

8/22 （土） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　京都　ライブスポットラグ
メンバー
林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）

ライブスポットラグ
075-255-7273
京都市中京区木屋町通三条上ル京都エンパイヤ
ビル 5F

8/23 （日） Stewmahn （林正樹カルテット）
場 所　 名 古 屋　Jazz in LOVELY　http://www.jazzinnlovely.
com/index.html
メンバー
林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）

Jazz in LOVELY
052-951-6085
名古屋市東区東桜 1-10-15

8/29 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　野田村　役場前広場 （宮城）
メンバー　伊藤多喜雄 （歌）　小濱明人 （尺八）　松本
宏平 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）　堀越 彰 （ドラム）　
柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/5 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　手稲神社　境内特設会場 （北海道）
開場 10:30 　開演 11 時
メンバー
伊藤多喜雄 （歌）　湯浅大吾 （津軽三味線）
小濱明人 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）
堀越 彰 （ドラム）　柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/5 （土） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
「ねんりんぴっく北海道 ・ 札幌 in とまこまい」
伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　苫小牧市民会館 （北海道）
開場 16:10　開演 17:30
メンバー
伊藤多喜雄 （歌）　湯浅大吾 （津軽三味線）
小濱明人 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）
堀越 彰 （ドラム）　柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/6 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
「ねんりんぴっく北海道 ・ 札幌 in とまこまい」
場所　苫小牧駒沢大学体育館 （北海道）
開場 8:30　 開演 12:20
メンバー
伊藤多喜雄 （歌）　湯浅大吾 （津軽三味線）
小濱明人 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）
堀越 彰 （ドラム）　柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/6 （日） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
「日本各地の唄探しの旅 in 北海道」
場所　伊達　旧太田家 （北海道）
開場 17:30　開演 18:00
メンバー
伊藤多喜雄 （歌）　湯浅大吾 （津軽三味線）
小濱明人 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）
堀越 彰 （ドラム）　柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/7 （月） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
「日本各地の唄探しの旅 in 北海道」
場所　白老　蔵 （北海道）
開場 18:00　開演 18:30
メンバー
伊藤多喜雄 （歌）　湯浅大吾 （津軽三味線）
小濱明人 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）
堀越 彰 （ドラム）　柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/8 （火） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
「さっぽろの歴史と音楽の夕べ」
場所　札幌市生涯学習総合センターちえりあホール
（北海道）
開場 18:30　開演 19:00
メンバー
伊藤多喜雄 （歌）　湯浅大吾 （津軽三味線）
小濱明人 （尺八）　広本葉子 （ピアノ）
堀越 彰 （ドラム）　柿崎竹美 （歌 ・ 踊り）

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

9/15 （火） 鈴木直樹
場所　赤坂 B flat

赤坂 B flat
03 5563-2563
http://bflat.biz/
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2009 年 9/28 （月） 藤井郷子オーケストラ
場所　新宿 PITINN
開場 19:30　開演 20:00
メンバー　
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）
ケリー ・ チュルコ （g） 藤井郷子 （p）
永田利樹 （b） 堀越彰 （ds）

新宿 PITINN
03-3354-2024

10/5 （月） 米谷 智 with FRIENDS
メンバー　米谷 智 （尺八）　渡辺和栄 （Pf）　小林 光
（Bass）　堀越 彰 （Drums）

10/10 （土） 横濱 JAZZ PROMENADE 2009
The WILL　"3 人にして無限大のオーケストラ "
場所　関内ホール小ホール
START 16:50 〜 17:50
メンバー
堀越 彰 （Drums&Per）　渡辺 剛 （Violin）　深町 純 （Piano）

横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会事務局
045 221-0212
http://www.jazzpro.jp

10/18 （日） 深町純コンサート （中目黒銀座祭り）
時間　16:30 start
出演　深町 純 （Piano）　小川美潮 （Vo）　堀越 彰 （Drums）
場所　中目黒 GT 広場
主催　中目黒商店街 ・ 東京商工会議所
http://www.nakamegurogt.jp/index.html

10/19 （月） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　高津

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

10/24 （土） 幕末維新祭り　松陰ジャズナイト
場所　松陰神社境内 （世田谷区若林）　Price 無料
出演　ハイライト ・ オールスターズ　18:00 〜　
　　　堀越 彰 The Four Elements　　19:00 〜
堀越 彰 （Drums&Per） 小濱明人 （尺八） 白𡈽庸介 （Guitar）
江草啓太 （Key）
主催　幕末維新祭り実行委員会

NY ネットワーキング
03-3374-3135

10/31 （土） 七條慶紀ヘアーショー
場所　天津 （中国）
主催　中国人民政府

11/5 （木） 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　都内

フィールドワークスジャパン
03-3461-3399

11/9 （月） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　江古田 BUDDY
メンバー　林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）
　 西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）

江古田 BUDDY
03-3953-1152

11/10 （火） 米谷 智 with FRIENDS
場所　APIA 40 碑文谷 （旧渋谷アピア）
東京都目黒区碑文谷 5-6-9 サンワホームズ B1

時間　開場 18:30 / 開演 19:20　
料金　前売り \3,000　当日 \3,500
メンバー　米谷 智 （尺八）　渡辺和栄 （Pf）　
小林 光 （Bass）　堀越 彰 （Drums）

APIA 40 碑文谷 （旧渋谷アピア）
03-3715-4010

11/19 （木） 山下洋輔 SESSION
場所　お茶の水 NARU
時間　19:30 〜
料金　\4,000
メンバー　山下洋輔 （p）　米田裕也 （as）　堀越 彰 （ds）

お茶の水 NARU
03-3291-2321

11/20 （金） 山下洋輔 SESSION
場所　お茶の水 NARU
時間　19:30 〜
料金　\4,000
メンバー　山下洋輔 （p）　Miya （fl）　斎藤草平 （b）　
堀越 彰 （ds）

お茶の水 NARU
03-3291-2321
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2009 年 11/22 （日） ◆午前の部　
　10:30 開場　第１部　11:00 開演 / 第２部　12:15 開演
◆午後の部
　15:00 開場　第１部　15:30 開演 / 第２部　16:45 開演
場所　青山円形劇場
料金　全席自由　前売 ¥1,000/ 当日 ¥1,200
出演
◆午前の部　
第１部 【出演クラス】
キッズクラス　ゆったり入門講座　入門講座 （木曜夜）　天邪
鬼基本講座　かつぎ桶教室 （木曜夜）　初心者教室　大太鼓
教室 1　天邪鬼大太鼓講座 1
第２部 【Live】
津村明男 （三宅島芸能同志会）　小川ひろみ （太鼓集団天
邪鬼）　川名真由美 （太鼓集団天邪鬼）　田川智文 （東京打
撃団）　横山亮介 （東京打撃団）　林幹　柿崎竹美　梅村美
穂子　浅野町子　
< ゲスト > 堀越 彰 （Drums 2 部構成演出）
◆午後の部
第１部 【出演クラス】
入門講座 （金曜昼）　入門講座 （火曜夜）　三宅太鼓教室　
中級講座　リズムの基礎　かつぎ桶教室 （土曜昼）　大太鼓
教室 2　天邪鬼大太鼓講座 2　秋田手踊り教室
第２部 【Live】
津村明男 （三宅島芸能同志会）　小川ひろみ （太鼓集団天
邪鬼）　川名真由美 （太鼓集団天邪鬼）　田川智文 （東京打
撃団）　横山亮介 （東京打撃団）　林幹　柿崎竹美　梅村美
穂子　浅野町子　
< ゲスト > 堀越 彰 （Drums 2 部構成演出）

太鼓の里響和館
03-3714-2774

11/23 （月 ･ 祝） 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コンサート
「人生 ・ ノ ・ ヲ ・ ト」

『人生ノヲト』 それは心の中の 「人生の音」
それは心の中の 「人生の記録」
あなたの心の中の 「人生の音」 はどんな音ですか？
あなたの心の中の 「人生の記録」 には何が書いてあります
か？このコンサートは 2008 年、 金谷こうすけが５０歳を期に
スタートした音楽で人と人を紡ぐ 『感動共有コンサート』 今
年２回目となります。 あなたの心の中にある人生の 「音」 を
この日見付けてください。 金谷こうすけ

場所　西宮アミティーホール
開場 15 時 30 分　開演 16 時
料金　S 席 \4,500　A 席 \3500　B 席 \1,500
　（当日は各プラス \500 です）
* アミティー友の会は２割引、
高齢者 ・ 身障者は１割引です。

＜出演＞
金谷こうすけ（Pf）　渡辺 剛（Vn）　堀越 彰（Dr）　深町 純（Pf）
桑名ハルコ （Vo）　杉田アキヒロ （vo）　智内威雄 （Pf）　
藤陵雅裕 （As）　荒崎英一郎 （Ts）　中嶋明彦 （B）
CHINAMI （Vn）　友永健二 （Vn）　三木香奈 （Va） マリ （Vc）

< チケット取扱所 >　
☆西宮市民会館　0798-33-3111
☆フレンテホール　0798-32-8660
☆プレラホール　0798-64-9485
☆なるお文化ホール　0798-47-7977
☆甲東ホール　0798-51-5144
☆ローソンチケット　L コード =58504
☆ミントジャム　0798 （33） 9170

11/24 （火） 藤井郷子 ma-do
場所　MADA-LA 2　
メンバー　藤井郷子 （P）　田村夏樹 （TP） 是安則克 （b）
堀越 彰 （ds）

MADA-LA 2 （吉祥寺）
0422-42-1579

11/25 （水） きたはらいずみ
場所　晴れたら空に豆まいて （代官山）
時間　開場 18:30　開演 19:00
料金　前売 ￥4,000　当日 ￥4,500 （ドリンク代別 ¥500）
メンバー　きたはらいずみ （vo）　渡辺 剛 （Vil）　
堀越 彰 （Dr）　白𡈽庸介 （G）

晴れたら空に豆まいて
03-5456-8880
info@mameromantic.com

12/ 6 （日） 若中同窓会まつり 「同窓生による文化祭」
場所　世田谷区立若林中学校 体育館
時間　15:30 Start
料金　無料
出演　堀越 彰 Drums　白𡈽庸介 Guitar　深町 純 Piano
お問い合せ　若中同窓会まつり副実行委員長

12/18 （金） The WILL < 3 人にして無限大のオーケストラ >　　　
時間　18:30 Open 19:30 Start　　
場所　Cafe & Livespot FJ's （目黒区中目黒 5-1-20）　　
料金　Charge ¥3,000
出演　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano
ご予約 お問い合せ
　　　OfficePlayGround　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
　　　FJ's　03-3760-2825
　　　　　　 http://fjs.fukamachi-jun.com
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2009 年 12/19 （土） 第 2 回障害者支援チャリティーコンサート
場所　江東区文化センター
時間　16:00 開場 16:30 開演

12/21 （月） Stewmahn （林正樹カルテット）
場所　六本木アルフィー
メンバー　林 正樹 （Pf）　アンディ ・ ベバン （Sax）
西嶋 徹 （B）　堀越 彰 （Dr&Per）
お問い合せ　六本木アルフィー　03-3479-2037
http://homepage1.nifty.com/live/alfie/

12/25 （金） 藤井郷子 ma-do
場所　稲毛 Candy （千葉県）
メンバー　藤井郷子 （P）　田村夏樹 （TP）　是安則克 （b）
堀越 彰 （ds）
お問い合せ　稲毛 Candy　043-246-7726
http://members.at.infoseek.co.jp/jazz_candy/

12/27 （日） 堀越 彰 LOTUS POSITION　< 2010 年 渾身の New Project 
>
時間　18:30 Open / 19:30 Start　　
場所　Cafe & Livespot FJ's （目黒区中目黒 5-1-20）　
料金　Charge ￥3,000
出演　堀越 彰 Drums　白𡈽庸介 Guitar　小濱明人 尺八
　　　Guest　深町 純 Piano
ご予約 お問い合せ
　　　OfficePlayGround　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
　　　FJ's　03-3760-2825
　　　　　　 http://fjs.fukamachi-jun.com

12/31 （木） 小林けいこ　カウントダウンライブ
場所　横浜パンパシフィックホテル
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