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2010 年 1/9（土）新宿ピットイン　　
OPEN 15:30　START 16:00
お問い合せ　新宿ピットイン 03-3354-2024
リリース記念先行ライブ！４バンド一挙同日ライブ！！
あなたは、居ながらにして全く趣きの違う４つのバンドを楽しめます。
＊ GATO LIBRE （田村夏樹 Tp、藤井郷子 Acc、津村和彦 G、是安則克 B）
＊ First Meeting （田村夏樹 Tp、藤井郷子 P、ケリー・チュルコ G、山本達久 D）
 + スペシャルゲスト（ネルス・クライン Guitar）
＊ Satoko Fujii ma-do （藤井郷子 P、田村夏樹 Tp、是安則克 B、堀越彰 D）
＊藤井郷子オーケストラ 早坂紗知、泉邦宏（as） 松本健一、木村昌哉（ts）吉田隆一（bs）
 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）
 ケリー・チュルコ（G）永田利樹（b） 堀越彰（ds）
前売￥4000 / 当日￥4,500（入れ替えなし、どちらも１ドリンク付）
前売りご予約の方にはもれなく特別限定（ナンバリングあり）CD-R をプレゼント！
◎ 12/5 AM11 時より、新宿ピットインにて、チケット（予約可・開場時優先入場整理番号付）
前売り開始。
Pit Inn 03-3354-2024 までお電話または shinjuku@pit-inn.com までメールで。

1/18（月）藤井郷子オーケストラ　新宿ティスクユニオン インストアライブ
Open 20:00/Start 20:30
藤井郷子オーケストラ 早坂紗知、泉邦宏（as） 松本健一、木村昌哉（ts） 吉田隆一（bs）
 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） ケリー・チュルコ（G）
 永田利樹（b） 堀越彰（ds）

2/10（水）米谷 智 with FRIENDS
時間　開場 18:30 / 開演 19:20　
料金　前売￥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）
お問い合せ　APIA 40 碑文谷（旧渋谷アピア）　03-3715-4010
東京都目黒区碑文谷 5-6-9 サンワホームズ B1

2/12（金）The WILL　" 3 人にして無限大のオーケストラ "　　　
時間　Open18:30/Start19:30
場所　Cafe & Livespot FJ's（目黒区中目黒 5-1-20）　　
料金　Charge ¥3,000
メンバー　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

2/13（土）伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　高津
お問い合せ　フィールドワークスジャパン 03-3461-3399

2/14（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）
お問い合せ　目黒雅叙園

2/17（水）横浜 "KAMOME"
Open18:00/Start20:00　
Charg ¥3,500
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（Bass）　堀越 彰（Drums&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
Mail kamome@yokohama-kamome.com
http://www.yokohama-kamome.com

2/18（木）島田 "Blues'Bar"
Charg ¥2,000
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（Bass）　堀越 彰（Drums&per）
お問い合せ　Blues'Bar　0547-35-5991
427-0029 静岡県島田市日之出町 6-7
http://www.geocities.jp/blues_bigmoon/

2/19（金）富士吉田 "Cafe JIJI・BABA"
OPEN 19:00　START 19:30　
Charg ¥2,000
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（Bass）　堀越 彰（Drums&per）
お問い合せ　Cafe JIJI・BABA　0555-20-1575
山梨県富士吉田市上吉田 1069-4
http://www.cafejijibaba.com

2/21（日）東京 "MANDA-LA2"
Open18:30/Start19:30
Charg ¥3,200（当日）　¥3,000（前売り + 1order）
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（Bass）　堀越 彰（Drums&per）
ゲスト　渡辺剛（vl）
お問い合せ　MANDA-LA2　0422-42-1579
180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-8-6
http://www.mandala.gr.jp/man2.html

2/27（土）伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　多治見（ワーショップ）
お問い合せ　フィールドワークスジャパン 03-3461-3399

2/28（日）伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
場所　多治見（コンサート）
お問い合せ　フィールドワークスジャパン 03-3461-3399
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2010 年 3/18（木）場　　所 ：南青山マンダラ （地下鉄銀座線「外苑前」から 5 分）
   http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html
開場 19:00/ 開演 19:30
チャージ ：¥5,000（1 ドリンク付き）
出　　演 ：ホルン / 東谷慶太、ピアノ / 深町純、ベース / 竹田弘樹、ドラム / 堀越彰
 　ゲストホルン / 海野貴裕、丸山勉、古田儀左エ門
後　　援 ：日本ホルン協会
協　　賛 ：ツルカメ O&E 株式会社、株式会社ユーズミュージック
協　　力 ：ヤマハミュージックトレーディング株式会社
  http://sound.jp/keita1959/
  http://keita1959.blog24.fc2.com/

3/19（金）伊藤多喜雄　日本各地の唄探しの旅 in 鴻巣
開場 18:00/ 開演 18:30
場所　鴻巣市文化センター クレアこうのす（小ホール）
出演　伊藤多喜雄 &TAKiO BAND
料金　前売 ¥3,500/ 当日 ¥4,000
お問い合せ
NPO 法人フィールドワークスジャパン　 03-3461-3399
老茶樹園 048-597-2381（鈴木）　クレア
こうのす 048 540-0540

3/26（金）入絵 加奈子 Birthday Live ～うたいて～
開場 19:00/ 開演 19:30
場　　所：南青山マンダラ （地下鉄銀座線「外苑前」から 5 分）
 http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html
チャージ：¥4,700（1 ドリンク付き）
＊ 2/14（日）より店頭にて前売開始
出　　演：入絵加奈子（Vo）堀越 彰（Drs）　松岡美弥子（Pf）　羽深由理（Vn）中新田風子（Acc）
 吉田和人（G）

4/2（金）渡辺美貴トリオ
場所　見延山麓坊（山梨県）

4/3（土）伊藤多喜雄コンサート
開場 13:30/ 開演 14:00
場所 秋川キララホール
出演 伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
ゲスト 小椋佳（Vo）　木住野佳子（ピアノ）　
料金 ¥5,000
お問い合せ　TAKiO プロモーション　044-844-2338　
主催 あきる野ルピア　TAKiO プロモーション

4/4（日）堀越 彰ドラムスクール　キッズクラス第 2 回発表会
15:00 〜
場所　カノウプス ショールーム
参加費　¥6,000
ゲスト　白𡈽庸介（Guitar）

4/15（木）米谷智 with Friends
場所　スナック愛
メンバー　米谷 智（尺八）　渡辺和栄（Pf）　広原武美（津軽三味線）　堀越 彰（Drums）

4/16（金）伊藤多喜雄
場所　代々木　ザ・ムーブ
出演　伊藤多喜雄 &TAKIO BAND　
お問い合せ　NPO 法人フィールドワークスジャパン　
03 3461-3399

4/18（日）伊藤多喜雄　第 36 回野毛大道芸
場所　野毛坂（横浜）
出演　伊藤多喜雄 &TAKIO BAND
料金　投げ銭
お問い合せ　NPO 法人フィールドワークスジャパン　
03-3461-3399
主催　野毛地区町づくり会　野毛大道芸実行委員会

4/21（水）藤井郷子 ma-do Japan Ture
open 19:00/start 19:30
場所　甲府桜座　
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売 ¥3,900/ 当日 ¥4,500
お問い合せ　甲府桜座　055-233-2031　http://www.sakuraza.jp/
　　　　　　〒 400-0032　山梨県甲府市中央 1-1-7

4/22（木）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 20:00
場所　京都ブルーノート　
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売 ¥2,000/ 当日 ¥2,500
お問い合せ　京都ブルーノート　〒 604-8021 京都市中京区河原町三条下ル四筋目 BAL ビル東入ル
 tel. 075-223-0398
 http://kyoto-bluenote.jp/

4/23（金）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 19:30
場所　金沢もっきりや
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金 前売 ¥3,000（学生さん ¥2,500）
 当日 ¥3,500（学生さん ¥3,000）
お問い合せ　金沢もっきりや　〒 920-0962　石川県金沢市柿木畠 3-6
 tel. 076-231-0096
 http://www.spacelan.ne.jp/~mokkiriya/
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2010 年 4/24（土）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 20:00
場所　大阪 Jaz' room nu things
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売　¥2,500/ 当日 ¥3,000
お問い合せ　大阪 Jaz' room nu things　tel 06-6244-1071　
http://nu-things.com/
〒 541-0054 大阪市中央区南本町 4-5-7　東亜ビル b1

4/25（日）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 19:00
場所 愛媛　彩美画廊　砥部本店　http://www.ambistyle.co.jp/gallery.html
 〒 791-2113 愛媛県伊予郡砥部町拾町 356-1
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売 ¥3,000/ 当日 ¥3,500
主催　Space Project "IT"
チケット予約 / お問い合わせ先
愛媛県松山市南久米町 415-10　井谷満
tel. 089-975-7013　携帯 090-4782-0630

4/26（月）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 20:00
場所　広島 Lush Life
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売 ¥3,500/ 当日 ¥4,000
お問い合せ　広島 Lush Life tel. 082-241-7740
http://www.lushlife-jazz.com/
〒 730-0028 広島県中区流川町 3-7 流川ビル 3F

4/27（火）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 19:30
場所　神戸 Big Appl
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売 \2,300/ 当日 \2,800
お問い合せ　神戸 Big Apple　tel 078-251-7049
http://www.bekkoame.ne.jp/i/big-apple/
〒 650-0003 神戸市中央区山本通 3-14-14 トーアハイツ B1

4/28（水）藤井郷子 ma-do Japan Ture
open 18:30/ start 19:30
場所　名古屋 TOKUZO
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　前売 ¥3,500 / 当日 ¥3,800
お問い合せ　名古屋 TOKUZO　tel 052-733-3709
http://www.tokuzo.com/
〒 464-0850 名古屋市千種区今池 1-6-8 ブルータスビル 2F

4/29（木）藤井郷子 ma-do Japan Ture
start 20:00
場所　東京入谷 なってるハウス
メンバー　藤井郷子（Pf）　田村夏樹（Tp）　是安則克（Bass）　堀越 彰（Drums）
料金　¥2,000
お問い合せ　東京入谷 なってるハウス
tel 03-3847-2113
http://members.jcom.home.ne.jp/knuttelhouse/
〒 111-0036 東京都台東区松が谷 4-1-8 1F

5/3（月・祝）山下洋輔 SESSION
場所　新宿 PIT INN　
時間　20:00 〜　料金　¥4,000 
メンバー　山下洋輔（p）　Miya （fl）　斎藤草平（b）　堀越 彰（ds）
お問い合せ　新宿ピットイン　03-3354-2024　http://www.pit-inn.com/index.html

5/6（木） Stewmahn（林正樹カルテット）
場所　公園通りクラシックス（渋谷）
時間　19:00 〜
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　公園通りクラシックス　03-3464-2701

5/17（月）藤井郷子オーケストラ
時間 Open19:00/Start20:00
場所　新宿 PITINN
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　新宿 PITINN　03-3354-2024

5/27（木）The WILL 2010 TOUR
場所 Welcome back（東京 大塚） 10th Anniversary
時間 Open18:30/Start19:30　　
料金 ¥3,500（ドリンク無し）
チケット受付 / お問い合せ　Welcome back　03-5957-5141　
info@welcomeback.jp　http://www.welcomeback.jp　
豊島区南大塚 3-44-11 フサカビル B １
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

5/28（金）東谷慶太カルテット
場所　Cafe & Livespot FJ's （目黒区中目黒 5-1-20）
時間　Open18:30/Start19:30
料金　Charge ¥3,500
メンバー　東谷慶太（ホルン）　深町 純（ピアノ）　竹田弘樹（ベース）　堀越 彰（ドラム）
お問い合せ　FJ's　03-3760-2825　http://fjs.fukamachi-jun.com
東谷慶太　http://sound.jp/keita1959/　http://keita1959.blog24.fc2.com/
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2010 年 5/31（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）
お問い合せ　江古田 BUDDY　03-3953-1152

6/13（日）The WILL 2010 TOUR
場所　岡山 アクティブライフ井原 メルヘンホール

（tel. 0866-63-3347　岡山県井原市七日市町 12 番地 1）　
時間　 Open13:30/ Start14:00　　
料金　前売 ¥2,000/ 当日 ¥2,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　< Guest > 鶴羽千翔（日舞家）
チケット受付 / お問い合せ　0866-62-3759（三嶋）
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/15（火）The WILL 2010 TOUR
場所　長崎 波佐見町総合文化会館 ウェイブホール

（tel. 0956-85-2034　東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷 2064）
時間　Open18:30/Start19:00　　
料金　一般 ¥2,000/ 高校生以下 ¥500（全席自由）
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　< Guest > 雷神太鼓
チケット受付 / お問い合せ　波佐見町教育委員会 0956 85-2034
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
主催 我楽多会　　後援 波佐見町教育委員会

6/16（水）The WILL 2010 TOUR
場所　福岡 Gate's7（博多） （tel. 092-283-0577　http://www.gates7.com/
福岡市博多区中州 3-7-24 gate's ビル 7F）
時間　Open18:30/Start19:00　
料金　前売 ¥4,000/ 当日 ¥4,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　
チケット受付 / お問い合せ　　Tom's Project 092-986-0024
tomsproject.rainbow@gmail.com
Gate's7 092-283-0577（13:00 〜 20:00）　
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/17（木）The WILL 2010 TOUR
場所　熊本 ぺいあの plus （tel 096-322-6813　http://www.peiano.co.jp/
MainFrameset.html　熊本市新市街 1-3 ホクショウビル 4F）　
時間　Open18:30/Start19:00
料金　前売 ¥3,000/ 当日 ¥3,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　
チケット受付 / お問い合せ
ぺいあの plus　096-322-6813　090-3080-7209　 live@peiano.co.jp　
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/18（金）The WILL 2010 TOUR
熊本 尚絅高等学校 芸術鑑賞会
場所　熊本県立劇場コンサートホール（一般の方の入場は出来ません）
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano

6/19（土）The WILL 2010 TOUR
場所　北九州 音楽館 Twilight 　（tel 093-591-0469
http://www.maxaudio.co.jp/　北九州市小倉北区下到津 5-1-35）
時間　Open18:00/Start19:00
料金　¥4,000（1 ドリンク付）
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano
チケット受付 / お問い合せ　マックスオーディオ小倉店　093-591-0469
kokura@maxaudio.co.jp
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/20（日）The WILL 2010 TOUR
場所　京都 光縁寺（昼公演） 　京都市右京区山ノ内
時間　Open11:00/Start11:30
料金　¥2,000（コーヒー付・中学生以下無料）
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano
チケット受付 / お問い合せ　喫茶「街の灯」075-321-6703
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/20（日）白夜 北欧の音楽ピクニック
場所　大阪　万博公園 自然文化園　 太陽のステージ（上の広場）
時間　15:00 〜 16:30　（雨天の時は中央休憩所）
入場料　大人 ¥250/ 小中学生 ¥70 （※ｺﾝｻｰﾄは無料でお楽しみ頂けます）
出演　カロリーナ・カンテリネン（Filand）：ヨイク、カンテヨーラン・モンソン（Sweden）：リコーダー
他 9 種類の笛

6/22（火）The WILL 2010 TOUR
場所　伊丹 JazzCafe&Bar STAGE （tel. 072-777-3818）
 http://www.geocities.jp/stage_jazz/　伊丹市伊丹 2-4-1 JR 伊丹駅前アイホール 1F）
時間　Open18:30/Start19:30
料金　前売 ¥4,000 / 当日 ¥4,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano

〈Guest〉東谷 慶太（ホルン）
チケット受付 / お問い合せ　Jazz cafe & bar STAGE　072-777-3818
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/23（水）The WILL 2010 TOUR
場所　三重 ALICA（津） （tel. 059-221-5777　http://mie-alica.com/
 津市栄町 3-222 ソシアビル１F 津駅東口より徒歩 1 分 ホテルサンルート 1F）
時間　Open18:30/Start19:30　
料金　前売 ¥4,000 / 当日 ¥4,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　
チケット受付 / お問合せ　090-8550-2068（平日 18 時以降 佐藤）
059-221-5777　http://mie-alica.com/ （ALICA 北川）
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
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2010 年 6/24（木）The WILL 2010 TOUR
場所　神戸 チキンジョージ （tel. 078-332-0146
http://www.chicken-george.co.jp/　神戸市中央区下山手通 2-17-2-B1F）
時間　Open18:30 / Start19:30
料金　前売り￥4,000　当日￥4,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　
チケット受付 / お問い合せ　チキンジョージ　078-332-0146
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/25（金）The WILL 2010 TOUR
場所　神戸 チキンジョージ （tel. 078-332-0146
http://www.chicken-george.co.jp/　神戸市中央区下山手通 2-17-2-B1F）
時間　Open18:30 / Start19:30
料金　前売り￥4,000　当日￥4,500
メンバー　堀越 彰 Drums　渡辺 剛 Violin　深町 純 Piano　
チケット受付 / お問い合せ　チキンジョージ　078-332-0146
Office Play-Ground　info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp

6/25（金）金谷こうすけ TRIO
場所　神戸 萬屋宗兵衛　（神戸市中央区元町通 1-8-4-B1）
時間　Open18:30 / Start19:30
メンバー　金谷こうすけ（Pf）　堀越 彰 （Dr&Per） 他
お問合せ　萬屋宗兵衛　078-332-1963

6/26（土）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
場所　フレンテホール

7/10（土）仙川ジャズフェスティバル
藤井郷子オーケストラ
時間　Open20:00 / Start20:30
出演　藤井郷子オーケストラ
早坂紗知　泉邦宏（as）　松本健一　木村昌哉（ts）　吉田隆一（bs）
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）　ケリー・チュルコ（G）　永田利樹（b）　堀越 彰（ds）

7/26（月）藤井郷子 ma-do
場所　新宿ピットイン
時間　Open19:30 / Start20:00
メンバー　藤井郷子（P）　田村夏樹（TP）　是安則克（b）　堀越 彰（ds）
お問合せ　新宿 PITINN　03-3354-2024

7/28（水）
29（木）
30（金）
31（土）

8/1（日）

『どん底幕末伝』第一回大輪茂男演出作品
笹塚ファクトリー＋クオーレプロデュース
場所　笹塚ファクトリー （京王線笹塚駅 0 分）　03-5371-4655
時間 7/28 19:00　　7/29 14:00/19:00　　7/30 19:00
 7/31 14:00/19:00　　8/1 13:00/17:00
料金　全席自由 ￥4,000
お問合せ　シアターリパブリック　042-373-1755
kyowakoku@nifty.com

「芸能界を知り尽くした男、大輪茂男と彼を取り巻くキラ星のようなスタッフが、人気劇場笹塚ファクト
リーをフランチャイズに新しい才能と共に、新しい演劇世界を創る！！ゴーリキーの「どん底」を縦糸に、
幕末の動乱を横糸に、匂いたつようなハードロックやワーグナーの音楽、そしてそれに彩られた現代アー
トをバックに「ごった煮」のような舞台が出現。」

8/12（木）AMI ＆ The WILL「Movement」
〈フラメンコの聖地アンダルシアを唸らせたダンサー AMI と
3 人にして無限大のオーケストラ The WILL と の熱く荘厳な出会い〉
場所　JZ Brat （渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F）
時間　Open18:00 / Start19:30
料金　MusicCharge ¥5,250（税込）+ オーダー
メンバー AMI/Baile　片桐勝彦 /Guitar　石塚隆充 /Cante
 The WILL　堀越 彰 /Drums & Per　渡辺 剛 /Violin　深町 純 /Piano
チケット受付 / お問合せ　JZ Brat 03-5728-0168
 http://www.jzbrat.com/

8/21（土）taca Japan Tour 2010
場所　富士吉田 "Cafe JIJI・BABA"　山梨県富士吉田市上吉田 1069-4
時間　Open19:30 / Start20:30
料金　チャージ ¥2,500（1drink 付）
メンバー　taca/ アコーディオン　鳥越啓介 /contrabass　堀越 彰 /drums
お問合せ "Cafe JIJI・BABA" 0555-20-1575
 http://www.cafejijibaba.com/

8/22（日）taca Japan Tour 2010
場所　浜松 " 呉竹荘 CASA DE JERES"
時間　Open16:30 / Start17:00　（お食事会 19:30　要予約 ￥2,000）
料金　当日 ¥5,000 / 前売 ¥4,500（free drink 付）
メンバー　taca/ アコーディオン 鳥越啓介 /contrabass 堀越 彰 /drums
共演：織田きりえ / ダンス

8/24（火）taca Japan Tour 2010
場所　豊橋 "Jazz inn Cherokee"　豊橋市駅前大通 2 丁目 40 はざまビル 2F
時間　Start20:00
料金　前売 ¥2,500 / 当日 ¥3,000
メンバー　taca/ アコーディオン　鳥越啓介 /contrabass　堀越 彰 /drums
お問合せ / ご予約 090-3443-6359
 http://www.audio-romanesque.com/cherokee.html

8/25（水）taca Japan Tour 2010
場所　島田 "Big Moon cafe"　静岡県島田市日之出町 6-7
時間　Open19:00 / Start20:00
料金　チャージ ￥2,500
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums）
お問合せ　Big moon cafe 0547-35-5995
 http://www.geocities.jp/blues_bigmoon/
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2010 年 8/26（木）taca Japan Tour 2010
場所　国立 " 国立地球屋 "
時間　Open19:00 / Start20:00
料金　チャージ ￥2,000+1drink order
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums）
お問合せ　国立地球屋 042-572-5851
 http://www.chikyuya.info/

9/2（木）
3（金）

RED×RED SOUL COMPANY vol.7 「R×R WORLD」
会場　ルネこだいら（小平市民文化会館 中ホール）
時間　9/2（木）19:00 〜　9/3（金）13:30 〜 /18:30 〜　（開場は開演 30 分前）
料金　チケット（全席自由）　前売￥3,500/ 当日￥3,800
出演
RED×RED SOUL COMPANY　渡辺剛　神田英姫
GUEST MUSICIAN　白𡈽庸介（gt）　堀越 彰（dr）　宮崎 仁（per/mari.）
DANCER　北村典子　岩﨑多賀子　竹井景子　本田沙耶香　大澤真弓　神谷沙織　平田有美
お問合せ / 前売取扱 ルネこだいらチケットカウンター 042-346-9000
 ワタナベレコード　http://www.watareco.com/　03-6413-9305　

9/7（火）藤井郷子 ma-do
場所　新宿ピットイン
時間　Open19:30 / Start20:00
メンバー　藤井郷子（P）　田村夏樹（TP）　是安則克（b）　堀越 彰（ds）
お問合せ　新宿 PITINN　03-3354-2024 

9/8（水）taca Japan Tour 2010
場所　横浜 "KAMOME"
時間　Open18:00 / Start20:00
料金　チャージ ￥3,500
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums）
お問合せ　"KAMOME" 045-662-5357
 kamome@yokohama-kamome.com
 http://www.yokohama-kamome.com/

9/9（木）taca Japan Tour 2010
場所　東京 "JZ Brat"
時間　Open17:30 / Start19:30
料金　チャージ 前売￥3,500 / 当日￥4,000
メンバー　taca（アコーディオン）　中林薫平（contrabass）　堀越 彰（drums）
お問合せ　JZ Brat 渋谷区桜丘町 26-1 セルリアン東急ホテル 2 階
 http://www.jzbrat.com/

9/11（土）taca Japan Tour 2010
場所　静岡 " 東壽院 "　静岡市清水区但沼町 873
時間　Open18:00 / Start19:00
料金　チケット 前売￥2,000 / 当日￥2,500
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums）
ゲスト　酔 - ルナ（ダンス） 他
お問合せ　トラディショナル・サウンド 堀池　090-3458-4497
 biwabon@hotmail.com 

9/12（日）taca Japan Tour 2010
場所　名古屋 Le Bistrot Rhnbarbe
メンバー　taca（アコーディオン）　高橋 誠（ヴァイオリン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums） 

9/13（月）taca Japan Tour 2010
場所　名古屋 Hot Club de Cafe
メンバー　taca（アコーディオン）　高橋 誠（ヴァイオリン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums） 

9/14（火）taca Japan Tour 2010
場所　名古屋 " カフェタナカ "
時間　Open18:40 / Start19:00
料金　￥3,000（お菓子 + お茶付き）
メンバー　taca（アコーディオン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums）
お問合せ　Café TANAKA 052-912-6664
 http://www.cafe-tanaka.co.jp/

9/15（日）taca Japan Tour 2010
場所　三重県津 "Paradox"
メンバー　taca（アコーディオン）　高橋 誠（ヴァイオリン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums） 

9/16（日）taca Japan Tour 2010
場所　伊勢パールピアホテル
メンバー　taca（アコーディオン）　高橋 誠（ヴァイオリン）　鳥越啓介（contrabass）　堀越 彰（drums） 

9/18（土）AMI ＆ The WILL「Movement」
〈フラメンコの聖地アンダルシアを唸らせたダンサー AMI と
 3 人にして無限大のオーケストラ The WILL と の熱く荘厳な出会い〉
場所　文化創造アトリエ「AMIGO」 埼玉県入間市仏子 766-1　0429-31-3500
 http://i-amigo.hp.infoseek.co.jp/
時間　Open15:00 / Start15:30
料金　前売￥4,500 / 当日￥5,000
メンバー　AMI /Baile　片桐勝彦 /Guitar　石塚隆充 /Cante
　　　　　The WILL　堀越 彰 /Drums & Per　渡辺 剛 /Violin　深町 純 /Piano
チケット受付 / お問合せ 池谷　Tel:090-2559-5539　Fax:0429-62-2442 

9/19（日）東谷慶太カルテット
場所　Cafe & Livespot FJ's　目黒区中目黒 5-1-20
時間　Open18:30 / Start19:30
料金　Charge ￥3,500
メンバー　東谷慶太（ホルン）　深町 純（ピアノ）　竹田弘樹（ベース）　堀越 彰（ドラム）
お問合せ　FJ's　03-3760-2825　http://fjs.fukamachi-jun.com
東谷慶太　http://sound.jp/keita1959/　http://keita1959.blog24.fc2.com/

9/25（日）第 21 回三鷹国際交流フェスティバル　堀越 彰 Australian Ballot
場所　井の頭恩賜公園西園
時間　Start14:10
メンバー　堀越 彰（Dr & Per）　Andy Bevan（Didgeridoo&Sax）　荻野やすよし（Guitar） 
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2010 年 10/7（木）ザ・ひのまる JAPAN スーパーセッション
場所　西荻窪 TERRA
時間　Open19:00 / Start20:00
料金　Charge ￥2,500+ ドリンク
メンバー　井川大輔（G）　佐藤研二（B）　堀越 彰（Dr）
お問合せ　西荻窪 TERRA 03-3395-7611
 terra@wood-corp.com 

10/9（土）横濱 JAZZ PROMENADE 2010
藤井郷子 ma-do　Start13:00
場所　ランドマークプラザ
メンバー　藤井郷子（P）　田村夏樹（TP）　是安則克（b）　堀越 彰（ds）

The WILL　Start16:00
場所　ランドマークホール
メンバー　堀越 彰（Drums & Per）　渡辺 剛（Violin）　深町 純（Piano）
お問合せ　横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会　045-221-0325 

10/10（日）京都防災イベント　The WILL
場所　京都外国語大学森田記念講堂
時間　15:30 開演 （イベントは 14:00 開演）
料金　入場無料
出演　The WILL "3 人にして無限大のオーケストラ "
堀越 彰（Drums & Per）　渡辺 剛（Violin）　深町 純 （Piano）
お問合せ　右京警察署生活安全課内　075-865-0110（内線 262）

10/11（月・祝）「夙川音楽街道スペシャルライブ」金谷こうすけ & The WILL
場所　ギャラリー『ヌーブ』　阪急神戸線夙川駅 徒歩 5 分
時間　Open17:30 / Start18:00
料金　￥3,000
出演　金谷こうすけ Unit　金谷こうすけ（Pf）　渡辺 剛（Vn）　堀越 彰（Dr）　中嶋明彦（Bs）
　　　The WILL　堀越 彰（Dr）　渡辺 剛（Vn）　深町 純（Pf）
お問合せ　ギャラリー『ヌーブ』 0798-20-6385

10/13（水）堀越 彰 & 萩野やすよし Home's
場所　ミュージックハウス・ワイワイ 奈良市角振町 9 パステルビル 5F
時間　Open18:30 / Start19:30
料金　￥2,500 （学割 ￥1500）
出演　堀越 彰（Dr）　萩野やすよし（Gt）　関谷友加里（Pf）　松本太郎（尺八）
お問合せ　ミュージックハウス・ワイワイ　0742-27-5506 （18:00 〜 25:00 月曜定休） 

10/23（土）幕末維新祭り　松陰ジャズナイト
場所　松陰神社境内
料金　入場無料
出演　ハイライト・オールスターズ　18:00 〜
　　　堀越 彰 unit 2010 Guest 伊藤多喜雄　19:00 〜
メンバー　堀越 彰（Dr）　小浜明人（尺八）　柴田敏弥（Pf）　広原武美（津軽三味線）
Guest　伊藤多喜雄（Vo）
主催　幕末維新祭り実行委員会
お問合せ　NY ネットワーキング　03-3374-3135 

10/27（水）小濱明人 尺八
場所　赤坂 november-eleventh　港区赤坂 3-17-8 都ビル 2F
時間　Open18:00 / Start19:30
料金　Charge ￥3,150
メンバー　小濱明人（尺八）　石川 高（笙）　関口慎悟（G）　堀越 彰（Dr）
お問合せ 赤坂 november-eleventh 03-3588-8104
  http://www.risingdragon.jp/
 マーサメリー info@masmary.com 

11/5 （金）「CANTO」江川康人と仲間たち
場所　内幸町ホール
時間　Start18:00 

11/9 （火）藤井郷子オーケストラ
場所　新宿 PITINN
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）
お問合せ　新宿 PITINN　03-3354-2024 

11/11（木）堀越 彰 Lotus Position
場所　公園通りクラシックス（渋谷）
時間　Start19:00
料金　￥3,500
メンバー　堀越 彰（Dr&Per）　小浜明人（尺八）　白𡈽庸介（G）　柴田敏弥（Pf）
お問合せ　公園通りクラシックス　03-3464-2701 

11/17（水）堀越 彰 & 萩野やすよし Home's
場所　大阪 JAZZ ON TOP
時間　Open17:30 / Start19:45
料金　￥3,000 （学割 ￥2,000）
出演　堀越 彰（Dr）　萩野やすよし（Gt）　関谷友加里（Pf）　松本太郎（尺八）
お問合せ　 JAZZ ON TOP 梅田本店 06-6341-0147
 http://www.jazzontop.com/index2.htm
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2010 年 11/19（金）金谷こうすけ「人生ノヲト」
場所　サンケイホール ブリーゼ　大阪市北区梅田 2 丁目 4-9 ブリーゼタワー 7F
時間　Start18:30
料金　全 S 席指定￥4,500
出演　金谷こうすけ /Pf　〈スペシャルゲスト〉久田舜一郎 / 小鼓
　　　渡辺剛 /Vn　堀越彰 /Dr　天野丘 /Gt　中嶋明彦 /Bs　荒崎英一郎 /Ts
　　　宮本リョージ /Dr　宮藤晃妃 /Vo　ダイナマイトしゃかりきサーカス /Vo
お問合せ
MINTJAM 0798-33-9170
サンケイホールブリーゼ 06-6341-8888
カフェミント 06-6341-5047

11/20（土）荻野やすよしカルテット
場所　三鷹 UNA MAS
メンバー　荻野やすよし（G）　アンディ・ベバン（Didgeridoo & Sax）　千葉広樹（B）　堀越 彰（Dr） 

11/21（日）香川有美ライブ
場所　赤坂 B flat　（夕方と夜の 2 回公演です）
お問合せ　赤坂 B flat　03-5563-2563 

11/26（金）鈴木直樹 ビックバンド
場所　赤坂 B flat
お問合せ　赤坂 B flat　03-5563-2563

11/28（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 体育館棟
時間　午前 10 時〜午後 4 時
内容　1. コミュニティサロン（カフェ）〜特活室
　　　2. メモリアルルーム（卒業アルバム展示・ＤＶＤ放映）〜視聴覚室
　　　3. メインステージ（校歌斉唱・卒業生によるパフォーマンス）〜体育館
　　　4. 校内ツアー（学校校舎内を巡回）
主催　若中同窓会祭実行委員会（実行委員長：加藤淳也）　junyakatou@yahoo.co.jp
　　　若林中学校同窓会（会長：樋口好章）　higuchi@c01.itscom.net
協力　世田谷区立若林中学校　http://www.setagaya.ed.jp/twashi/ja/index.htm
　　　若林町会　http://www.ne.jp/asahi/wakabayashichokai/
　　　NPO 法人　キディ文化スポーツ振興会　http://home.h02.itscom.net/kidi/
　　　http://home.h02.itscom.net/kidi/wakatyuudousoukai.htm

12/14（火）米谷 智 with FRIENDS
場所　APIA 40 碑文谷（旧渋谷アピア）
時間　Open18:30 / Start19:20
料金　前売￥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）
お問合せ　APIA 40 碑文谷（旧渋谷アピア）　03-3715-4010
　　　　　東京都目黒区碑文谷 5-6-9 サンワホームズ B1 

12/29（水）AMI triángulo & The WILL「狂詩曲 rhapsody」
フラメンコの聖地アンダルシアを唸らせたダンサー AMI と
 3 人にして無限大のオーケストラ The WILL との熱く荘厳な出会い

場所　銀座 博品館劇場　東京都中央区銀座 8-8-11
　　　03-3571-1003　http://theater.hakuhinkan.co.jp
時間　Open18:30 / Start19:00
料金　前売￥5,000 / 当日￥5,500
出演 AMI triángulo AMI/Baile　片桐勝彦 /Guitar　石塚隆充 /Cante
 The WILL 堀越 彰 /Drums&Per　渡辺 剛 /Violin
 〈Guest〉 江草啓太 /Piano　白𡈽庸介 /Guitar

構成・演出 堀越 彰 & AMI
舞台 （株）フリーウェイ
音響 金田幸久（株）フリーウェイ
照画 博品館劇場　AMI フラメンコスタジオ　Office PlayGround

チケット取扱 / お問合せ　
・博品館 1F TICKET PARK 03-3571-1003
・電子チケットぴあ 0570-02-9999（P コード 122-288）pia.jp/t
・e+ イープラス（PC/ 携帯共通） http://eplus.jp/
・ローソンチケット 0570-084-003（L コード 33473）http://l-tike.com/
・AMI フラメンコスタジオ amicielo@ace.ocn.ne.jp
・Office PlayGround info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp
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