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1/7(金) 

ドラムミーティング 
場所 ルースターノースサイド（荻窪駅） 
時間 Open19:00 / Start20:00 
料金 前売 ¥2,300+オーダー / 当日 ¥2,500+オーダー 
メンバー 吉田達也(ds) 堀越 彰(ds) 植村昌弘 (ds) 坪口昌恭(Key) かわいしのぶ(b) 
お問合せ ルースターノースサイド 杉並区上荻 1-24-21 協立第 51 ビル B1 
     03-5397-5007  http://ogikubo-rooster.com 

1/16(日) 

伊藤多喜雄&TAKiO BAND 
場所 APIA 40(学芸大学) 
時間 Open12:30 / Start13:00 
料金 前売 ¥3,000+1drink / 当日 ¥3,500+1drink 
メンバー 伊藤多喜雄(唄) 柿崎竹美(唄)  廣原武美(三味線)  
     松本宏平(尺八) 柴田敏弥(Piano) 小林 光(Bass)  
     堀 越 彰(Drums) 
お問合せ APIA 40(学芸大学) 東京都目黒区碑文谷 5-6-9 サンワホームズ B1 
     03-3715-4010 

1/20(木) 

鈴木直樹 -Neo Swingy Night- 
場所 赤坂 B フラット 
時間 Open 18:30 / 1st.19:30 ～ / 2nd. 21:15～ 
料金 Charge ご予約¥3,000 /当日¥3,500(ご飲食別）    
メンバー Cl.& Sax 鈴木 直樹 Pf 江草 啓太  Bass 小野照彦 
     Dr 堀越 彰 Bjo 青木 研 
< ゲスト> Vo 寺泉 憲 
お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563 http://Bflat.Biz/ 

1/30(日) 

ザ・ひのまる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 

2/14(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 

2/24(木) 

鈴木直樹 -Neo Swingy Night- 
場所 銀座スウィング 
時間 Start 18:45～ 
料金 Music Fee ¥3,680（会員¥2,100） 
メンバー Cl.& Sax 鈴木直樹 Pf 江草啓太 Bass 小野照彦 
     Dr 堀越 彰 Vib 宅間善之 
< ゲスト> Vo 寺泉 憲 
お問合せ 銀座スウィング（JR 有楽町駅のそば） 
     104-0061 中央区銀座西２丁目２番地 銀座インズ 2-2F 
     03-3563-3757 
     http://www.xx.em-net.ne.jp/~swing/index.html 

2/25(金) 

トメ北川 篠原信彦 Session 
場所 神戸 CASH BOX 
時間 Open 19:00 / Start 19:30 
料金 前売 ¥4,000 / 当日 ¥4,500 
メンバー トメ北川(Vo&B) 篠原信彦(Key) 堀越 彰 (Ds)  
お問合せ 神戸 CASH BOX 078-272-1667 http://www.cashbox.jp/ 

2/26(土) 

トメ北川 篠原信彦 Session 
場所 滋賀長浜 Piccolo Bosco 滋賀県長浜市平方町 720-17 
時間 Open 19:00 / Start 20:15 
メンバー トメ北川(Vo&B) 篠原信彦(Key) 堀越 彰 (Ds)  
お問合せ 滋賀長浜 Piccolo Bosco 0749-64-0101 

3/1(火) 

伊藤多喜雄プロデュース「ヤポネシアンオールスターズ」 
出演 伊藤多喜雄&TAKiO BAND 
場所 渋谷 TAKE OFF 7 渋谷区宇田川町 32-12 ｱｿﾙﾃｨ渋谷 B1F  
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 ¥3,500 + 1DRINK 
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 柿崎竹美(唄･踊) 松本宏平(尺八)  
     広本葉子(Pf ) 竹田弘樹(B) 堀越 彰(Dr) 永原源(Per) 
ご予約・お問合せ  
   フィールドワークスジャパン 03-3461-3399  fwj@m6.gyao.ne.jp 
   渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 liveto7@kox-radio.jp 
   http://www.kox-radio.jp/to7-top.html 
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3/2(水) 

伊藤多喜雄プロデュース「ヤポネシアンオールスターズ」 
出演 堀越 彰 LOTUS POSITION 
場所 渋谷 TAKE OFF 7 渋谷区宇田川町 32-12 ｱｿﾙﾃｨ渋谷 B1F 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 ¥3,500 + 1DRINK 
メンバー 堀越 彰(Dr&Per) 小濱明人(尺八) 白土庸 介(Guitar)  
     柴田敏孝(Piano) 
     <Guest> 伊藤多喜雄(Vo) 
ご予約・お問合せ  
   フィールドワークスジャパン 03-3461-3399  fwj@m6.gyao.ne.jp 
   渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 liveto7@kox-radio.jp 
   http://www.kox-radio.jp/to7-top.html 

3/3(木) 

藤井郷子オーケストラ 
場所 新宿 PITINN 
時間 Open 19:30 / Start 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) 
お問合せ 新宿 PITINN 03-3354-2024 

3/4(金) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1st CD『crossmodal』発売記念 
場所 南青山 MANDALA 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 ¥3,800（ワンドリンク付き） 
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) 
お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

3/6(日) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1st CD『crossmodal』 発売記念 
場所 自由ヶ丘スタジオ(水戸) 
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) 
お問合せ 自由ヶ丘スタジオ 029-221-5538 

3/10(木) 

伊藤多喜雄 & TAKiO BAND 
場所 大田原 
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 松本宏平(尺八) 廣原武美(津軽三味線)  
     堀越 彰(Dr&Per) 
お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399  
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

3/12(土) 

堀越彰ドラムワークショップ 
場所 若林児童館 
時間 Start 15:00 
料金 無料 
お問合せ 若林児童館 03-3412-6413 

3/17(木) 

Richard Todd Horn Recital 
~ クラシックからジャズまで音楽ジャンルの垣根を越えて ~ 
場所 銀座ヤマハホール 中央区銀座 7-9-14 ヤマハ銀座ビル 7F 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 一般 ¥2,000 / 学生 ¥1,500(全席自由) 
メンバー リチャード・トッド(ホルン)  ロサンゼルス室内管弦楽団首席 
ピアノ 遠藤直子 柴田敏孝 
ベース 須川崇志 
ドラムス 堀越 彰 
お問合せ ヤマハミュージックトレーディング株式会社 
     03-5641-1083 http://www.hanshoyer.jp/ 

3/18(金) 

伊藤多喜雄&TAKiO BAND 
場所 大阪   
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr&Per) 他 
お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399  
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

3/21(月・祝) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 城下公会堂(岡山県) 岡山市北区天神町 10-16 城下ビル 1F 
時間 第１部：Open 16:00 / Start 16:30 
   第２部：Open 18:30 / Start 19:00 
料金 前売 ¥2,500 / 当日 ¥3,000 １drink オーダー制 
   前売 ¥4,500 / 当日 ¥5,000 (1 部 2 部通し)１drink オーダー制 
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 086-234-5260 http://www.saudade-ent.com/ 
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3/22(火) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 JAZZ ON TOP 梅田本店 大阪府大阪市北区曾根崎新地 2 丁目 3-13 
時間 Open 18:00 / Start 19:45 / 21:30 
料金 前売 ￥3,000 / 当日￥3,500  
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)  
     ゲスト 川瀬眞司(マカフェリギター） 
お問合せ JazzOnTop 06-6341-0147 jazz.swing@dream.com 
     http://www.jazzontop.com/ 

3/23(水) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 伊勢パールピアホテル(三重県伊勢市) 三重県伊勢市宮後 2-26-22 
時間 Open 18:00 
料金 ¥6,000（ディナーショウ） 
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)  
お問合せ (株)コンプロ 0596-37-7370 info@compro.ne.jp 
     www.compro.ne.jp 

3/24(木) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 なゆた浜北ホール 浜松市浜北区貴布祢 3000 なゆた浜北 3Ｆ 
時間 Open 18:00 / Start 19:00 
料金 前売 ¥2,000 円 / 当日 ¥2,500 
   前売 ¥1,000 円 / 当日 ¥1,500 (小中学生、障害者、同伴の方） 
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)  
お問合せ 090-4155-2806(ナガヨシ) 

3/25(金) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 JAZZ inn CHEROKEE 豊橋市駅前大通 2 丁目 40 はざまビル 2F 
時間 Start 20:00 
料金 前売 ¥2,500 / 当日 ¥3,000(1 ドリンクオーダー制) 
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)  
お問合せ JAZZ inn CHEROKEE 090-3443-6359  
     http://www.audio-romanesque.com/cherokee.html 

3/26(土) 

高橋誠 Gypsy Jazz Night IV『Windows』 
場所 名古屋 ヤマハミュージック東海 7F ホール 
   名古屋市中区錦 1 丁目 18-28 
時間 第 1 部 Open 17:00 / Start 17:30 
料金 指定席 ¥4,500 / 自由席 ¥4,000 
メンバー 高橋 誠(ヴァイオリン) 望月雄史(ガットギター) 
     taca(アコーディオン) 鳥越啓介(contrabass) 
     堀越 彰(drums)  
お問合せ 052-201-5153 officeanima@yahoo.co.jp 
     http://www.saysun.net 

3/27(日) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 STAR EYES 名古屋市千種区菊坂町 3-4-1 G ハウスビル１F 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 前売 ¥3,000 / 当日 ¥3,500 
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) 
     ゲスト 望月雄史(ガットギター) 
お問合せ STAR EYES 052-763-2636 http://www.stareyes.co.jp/ 

3/28(月) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 名古屋   
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) 

3/29(火) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 島田 Big Moon cafe 静岡県島田市日之出町 6-7 
時間 Open 19:00 / Start 20:00 
料金 Charge ¥3,000 
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) 
お問合せ Big moon cafe: 0547-35-5995 
     www.geocities.jp/blues_bigmoon/ 

3/30(水) 

パリ発サムライアコーディオン taca「Wind of Legend」Japan Tour 2011 
場所 東京 JZ Brat 渋谷区桜丘町 26-1 セルリアン東急ホテル 2 階 
時間 Open 17:30 / Start 19:30 / 21:00 
料金 前売 ¥4,000 / 当日 ¥4,500 
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) 
お問合せ JZ Brat 03-5728-0168 http://www.jzbrat.com/ 
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3/31(木) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1stCD『crossmodal』発売記念 
場所 名古屋 Jazz Inn LOVELY   
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) 
お問合せ Jazz Inn LOVELY 052-951-6085 

4/1(金) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1stCD『crossmodal』発売記念 
場所 名古屋 Jazz Inn LOVELY   
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) 
お問合せ Jazz Inn LOVELY 052-951-6085 

4/2(土) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1stCD『crossmodal』発売記念 
場所 大阪 浄願寺   
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) 
お問合せ 大阪 浄願寺 

4/3(日) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1stCD『crossmodal』発売記念 
場所 京都 RAG   
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) 
お問合せ 京都 RAG 075-241-0446 

4/4(月) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1stCD『crossmodal』発売記念 
場所 福井県敦賀 cafe キトテノワ   
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) 
お問合せ cafe キトテノワ 

4/9(土) 

藤井郷子 ma-do 北海道を行く 
場所 釧路「This is」  
時間 Start 19:30 
料金 前売 ¥3,500 / 当日 ¥4,000(ワンドリンク付き) 
メンバー 藤井郷子(Pf) 田村夏樹(Tp) 是安則克(Bass) 堀越 彰(Drums) 
お問い合せ 釧路「This is」0154-22-2519  
      〒085-0013 釧路市栄町 8-1 
      http://www.jazz-thisis.com/jazz/Welcome.html 

4/10(日) 

藤井郷子 ma-do 北海道を行く 
場所 帯広「B♭M7(ビーフラットメジャーセブン)」  
時間 Start 20:00 
料金 前売 ¥3,500 / 当日 ¥4,000(ワンドリンク付き) 
メンバー 藤井郷子(Pf) 田村夏樹(Tp) 是安則克(Bass) 堀越 彰(Drums) 
お問い合せ 帯広「B♭M7(ビーフラットメジャーセブン)」 
      0155-26-5540  
      〒080-0010 帯広市大通南 10 丁目クラウンビル B1 
      http://www.genbass.com/ 

4/11(月) 

藤井郷子 ma-do 北海道を行く 
場所 小樽「フリーランス」 
時間 Start 20:00 
料金 前売 ¥3,000 / 当日 ¥3,500 
メンバー 藤井郷子(Pf) 田村夏樹(Tp) 是安則克(Bass) 堀越 彰(Drums) 
お問い合せ 小樽「フリーランス」 0134-27-3646  
      〒047-0031 小樽市色内 2-9-5  
      http://www10.plala.or.jp/free-lance/ 

4/12(火) 

藤井郷子 ma-do 北海道を行く 
場所 札幌「くう」 
時間 Start 20:00 
料金 前売 ¥3,500 / 当日 ¥4,000(ドリンク別) 
メンバー 藤井郷子(Pf) 田村夏樹(Tp) 是安則克(Bass) 堀越 彰(Drums) 
お問い合せ 札幌「くう」011-616-7713  
      〒064-0801 札幌市中央区南 1 西 20 LOG ビル B1   
      http://www.sapporo-coo.com/ 

4/13(水) 

札幌「ジェリコ」開店２８周年記念ライブ at jericho 
場所 札幌「ジェリコ」 
時間 Open 19:30 / start 20:00 
料金 前売 ¥3,500 / 当日 ¥4,000 学割 ¥2,800 (飲み放題) 
メンバー 奧野義典(Sax) 田中朋子(Pf) 是安則克(Bass) 堀越 彰(Drums) 
お問い合せ 札幌「ジェリコ」011-231-2529 
      札幌市中央区南 3 西 3 サンスリ-ビル地下  
      http://www.d3.dion.ne.jp/~jericho/ 
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4/14(木) 

藤井郷子 ma-do 北海道を行く 
場所 苫小牧「アミダ様」 
時間 Start 19:30 
料金 前売 ¥4,000 / 当日 ¥4,500 
メンバー 藤井郷子(Pf) 田村夏樹(Tp) 是安則克(Bass) 堀越 彰(Drums) 
お問い合せ 苫小牧「アミダ様」0144-34-1947  
      〒053-0022 苫小牧市表町 1-3-4 和光ビル 2F   
      http://homepage3.nifty.com/amidasama/ 

4/22(金) 
4/23(土) 
4/24(日) 
4/25(月) 
4/26(火) 

イブ・モンタン ～彼を憎んだ女と男～ 
時間 昼公演 11 時 30 分開演 夜公演 16 時 30 分開演 
場所 三越劇場(日本橋三越本店６階) 
料金 ¥8,000(全席指定/税込) 
CAST 安奈 淳(シモーヌ・シニョレ) 大鳥れい(エディット・ピアフ)  
   南海まり(マリリン・モンロー) 野原みのり(マルシェ) 
   井上 順(ピアニスト・ボブ)  
音楽 江草啓太(Pf) 渡辺 剛(Vil) 堀越 彰(Dr&Per) 
お問い合わせ サンライズプロモーション東京   
       0570-00-3337(全日 10:00～19:00) 
チケット受付 サンライズプロモーション東京 サンライズＣ口座 
       0120-24-82595 
       三越劇場チケットショップ 
       0120-03-9354(10:00～19:00) 
       http://www.mitsukoshi.co.jp/t/ 

5/7(土) 

堀越彰 ドラムワークショップ 
場所 若林児童館 
時間 Start 15:00 
料金 無料 
お問合せ 若林児童館 03-3412-6413 

5/8(日) 

林正樹カルテット STEWMAHN 1stCD『crossmodal』発売記念 
場所 柏 studio Wuu 
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) 
お問合せ 柏 studio Wuu 

5/12(木) 

金谷こうすけ Next Move Tour 
場所 Swing 名古屋  名古屋市中区東桜 2-18-24 サンマルコビル B1 
時間 19:30 
料金 ¥3,000 
メンバー Pf/金谷こうすけ Bs/藤井邦彦 Dr/堀越 彰 
お問合せ Swing 052-932-1328 
     http://www5.ocn.ne.jp/~ja-swing/ 

5/13(金) 

金谷こうすけ Next Move Tour 
場所 都雅都雅(TOGA TOGA) 京都 
   京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町 639 日除神社Ｂ1F 
時間 19:30 
料金 ¥3,000 
メンバー Pf/金谷こうすけ Bs/藤井邦彦 Dr/堀越 彰 
お問合せ 都雅都雅(TOGA TOGA) 075-361-6900 
     http://park20.wakwak.com/~togatoga/ 

5/14(土) 

金谷こうすけ Next Move Tour 
場所 レフトアローン 芦屋 芦屋市東山町 4-13 
時間 19:30 
料金 ¥3,000 
メンバー Pf/金谷こうすけ Bs/藤井邦彦 Dr/堀越 彰 
お問合せ レフトアローン 0797-22-0171(night) 
     http://www.left-alone.jp 

5/15(日) 

金谷こうすけ Next Move Tour 
場所 Jazz&WineBar  George Adams 姫路  
   姫路市魚町 18  TAISEI PRIDE ビル２F 
時間 20:00 
料金 ¥3,000 
メンバー Pf/金谷こうすけ Bs/藤井邦彦 Dr/堀越 彰 
お問合せ Jazz&WineBar  George Adams 079-224-5080      
     http://www.wine-makoto.com/georgeadams/index.html 

5/17(火) 

ザ・ひのまる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 
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5/19(木) 

フラメンコライブ 
場所 カサ・デ・エスペランサ 
時間 Open19:00 / Start 1 部/20:00～ 2 部/21:15～ 
料金 ¥4,000(1 ドリンク タパス ショーチャージ込み) 
出演 B:福岡由理 B:奥田智里 B:山岸真由美 G:片桐勝彦  
   C:森 薫里 C:田中実穂 P:堀越 彰 
お問合せ カサ・デ・エスペランサ 
     03-3316-9493(19:30～24:00 月火休み) 
     セルバ 
     03-3383-0246(11:00～18:00 土日祝日休み） 
     selva@tablaoesperanza.com 

5/21(土) 

伊藤多喜雄 
場所 別府(大分県) 
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr) 
お問合せ フィールドワークスジャパン  
     03-3461-3399  fwj@m6.gyao.ne.jp 

5/22(日) 

中西圭三『ぽよよん共和国』東日本大震災チャリティーコンサート 
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 
出演 Vo/中西圭三 Pf/金谷こうすけ ほか 
お問合せ サンケイホールブリーゼ 06-6341-8888 

5/31(火) 

鈴木直樹 -Neo Swingy Night- 
場所 南青山マンダラ 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 ¥3,800(1 ドリンク付き) 
メンバー Cl.& Sax 鈴木直樹 Pf 江草啓太  Bass 小野照彦 
     Dr 堀越 彰 Bjo 青木 研 
お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

6/1(水) 

林正樹 STEWMAHN 
場所 学芸大学珈琲美学 
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) 
お問合せ 学芸大学珈琲美学 03-3710-1695 

6/6(月) 

藤井郷子 ma-do Australia Tour 2011 
場所 Perth Jazz Society @ Charles Hotel, North Perth WA 
時間 1 st set 6pm to7pm  ma-do  
   2nd set 7.30pm to 8.30pm  ma-do with MFO 
Duration of each performance : 1 hr quartet interval 1hr with MFO orchestra 
Contact for Perth Jazz Society Helen Matthews (Artistic Director) 
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 jazzdiv@westnet.com.au 
     Phone 61 0894187558  
     mobile 0417099548 

6/8(水) 
藤井郷子 ma-do Australia Tour 2011 
場所 Sam Pettigrew(Sydney) 
メンバー 藤井郷子(P) 田村夏樹(TP) 是安則克(b) 堀越 彰(ds) 

6/10(金)  
藤井郷子 ma-do Australia Tour 2011 
場所 SIMA(Sydney) 
メンバー 藤井郷子(P) 田村夏樹(TP) 是安則克(b) 堀越 彰(ds) 

6/11(土) 
藤井郷子 ma-do Australia Tour 2011 
場所 Melbourne 
メンバー 藤井郷子(P) 田村夏樹(TP) 是安則克(b) 堀越 彰(ds) 

6/17(金) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Trane Studio, Toronto 
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 http://www.tranestudio.com/ 

6/18(土) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Trane Studio, Toronto 
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 http://www.tranestudio.com/ 

6/19(日) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Casa del Popolo, Montreal 
時間 20:00～ (2sets) 
料金 Adv. $20.00 / at the door $22.00 
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 http://www.suoniperilpopolo.org/ 
     phone 514-284-0122 
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6/20(月) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Casa del Popolo, Montreal 
時間 12:00-15:00 
   Big Band Workshop with 
   "Le grand ensemblejazz du Cégep de Saint-Laurent" 
料金 Free for public 
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 http://www.suoniperilpopolo.org/ 
     phone 514-284-0122 

6/23(木) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Le Poisson Rouge New York, NY "Undead Jazz" Festival 
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 Brice Rosenbloom bricer22@mac.com 

6/24(金) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Portland, ME 
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 Paul Lichter dijazz@maine.rr.com 

6/26(日)  

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 The Timucua White House, 
   2000 South Summerlin Ave, Orlando, FL 32806 
時間  15:00 
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 http://www.timucua.com/ tel 407-595-2713 
     Matt Gorney matthewcgorney@gmail.com 

6/27(月) 

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Millennium Park, Chicago 
時間 12:00-12:45 
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 Carlos C. Tortolero carlos.tortolero@cityofchicago.org 

6/28(火)  

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Blue Whale, LA http://www.bluewhalemusic.com/ 
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 Rocco Somazzi roccosomazzi@gmail.com 

6/29(水)  

藤井郷子 ma-do North America Tour 2011 
場所 Vancouver Jazz Festival 
時間 19:00 & 21:30 
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 Marketing or Media contact is Kelly Phelan at   
     kphelan@coastaljazz.ca 

7/6(水) 

林正樹 Stewmahn 
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) 
お問合せ 公園通りクラシックス 03-3464-2701 

7/19(火) 

伊藤多喜雄プロデュース 
「ヤポネシアンオールスターズ」竹田弘樹(Bass) 
場所 渋谷 TAKE OFF 7 渋谷区宇田川町 32-12 ｱｿﾙﾃｨ渋谷 B1F 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 ¥3,500 + 1DRINK 
メンバー 竹田弘樹(Bass) 木村俊介(三味線 横笛) 依田 彩(Violin) 
     加藤 実(Piano) 堀越 彰(Dr&Per) 
<Guest> 伊藤多喜雄(Vo) 
お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 
     渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 
     liveto7@kox-radio.jp 
     http://www.kox-radio.jp/to7-top.html 
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7/31(日) 

藤井郷子オーケストラ 
場所 新宿 PITINN 
時間 Open 14:00 / Start 14:30 
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 

8/5(金)  

伊藤多喜雄プロデュース「ヤポネシアンオールスターズ」 
場所 渋谷 TAKE OFF 7 渋谷区宇田川町 32-12 ｱｿﾙﾃｨ渋谷 B1F 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 ¥3,500 + 1DRINK  
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr&Per) 他 
お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 
     渋谷 TAKE OFF 7 03-3770-7755 
     liveto7@kox-radio.jp 
     http://www.kox-radio.jp/to7-top.html 

8/6(土)  

伊藤多喜雄&TAKiO Band 
場所 あきるの 
メンバー メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr&Per) 他 
お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

8/8(月) 

東日本大震災教育復興支援コンサート in 京都東寺 
場所 京都 東寺 
時間 Open 17:45 / Start18:30 
料金 ¥5,500 
出演 東儀秀樹 伊藤多喜雄 古澤厳 岡本真夜  
メンバー 伊藤多喜雄/Vo 堀越 彰/Dr 
お問合せ 夢番地大阪 06-6341-3525 

8/9(火)  

伊藤多喜雄&TAKiO Band 関西ツアー 
場所 神戸 上屋劇場 (神戸市中央区波止場町 6-3 甲陽運輸内 1F) 
時間 Open18:30 / Start19:30 
料金 ¥3,500 (1 ドリンク付き) 
メンバー 伊藤多喜雄&TAKiO Band (伊藤多喜雄/Vo 小濱明人/尺八 
     渡辺和栄/Pf 堀越 彰/Dr) 
お問合せ 上屋劇場 078-371-5227 http://uwayagekijyo.com/ 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

8/10(水) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 関西ツアー 
場所 広島(三原)順勝寺(三原市西町 2 丁目 三原駅西口より徒歩 8 分) 
時間 Open18:30 / Start19:00  
料金 ¥3,000 (1 ドリンク付き)  
メンバー 伊藤多喜雄&TAKiO Band (伊藤多喜雄/Vo 小濱明人/尺八 
     渡辺和栄/Pf 堀越 彰/Dr) 
お問合せ 090-2294-8291 平野 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

8/11(木) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 関西ツアー 
場所 岡山 カフェ・ド 萌 (岡山県笠岡市中央町１８番地の７) 
時間 Open19:30 / Start20:00 
料金 ¥2,500 (1 ドリンク付き) 
メンバー 伊藤多喜雄&TAKiO Band (伊藤多喜雄/Vo 小濱明人/尺八 
     渡辺和栄/Pf 堀越 彰/Dr) 
お問合せ カフェ・ド 萌 0865-63-0511 http://cafedemoe.com/ 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

8/12(金) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 関西ツアー 
場所 姫路 Jazz&WineBar  George Adams  
      (姫路市魚町 18 TAISEI PRIDE ビル２F) 
時間 Open19:00 / Start20:00 
料金 ¥3,500 (1 ドリンク付き) 
メンバー 伊藤多喜雄&TAKiO Band (伊藤多喜雄/Vo 小濱明人/尺八 
     渡辺和栄/Pf 堀越 彰/Dr) 
お問合せ Jazz&WineBar  George Adams 079-224-5080  
     http://www.wine-makoto.com/georgeadams/index.html 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 
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8/13(土) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 関西ツアー 
場所 芦屋 レフトアローン (芦屋市東山町 4-13) 
時間 Open18:30 / Start20:00  
料金 予約¥3,500 当日¥4,000 
メンバー 金谷こうすけ Next Move (金谷こうすけ/Pf 藤井邦彦/B  
     堀越 彰/Dr) 
     伊藤多喜雄&TAKiO Band (伊藤多喜雄/Vo 小濱明人/尺八 
     渡辺和栄/Pf 堀越 彰/Dr) 
お問合せ レフトアローン 0797-22-0171(night) 
     http://www.left-alone.jp 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

8/16(火) 

ザ・ひのまるスーパーセッション 
場所 西荻窪 TERRA 
時間 Open 19:00 / Start 20:00 
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 

9/1(木 

鈴木直樹 -Neo Swingy Night- 
場所 南青山マンダラ 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 ¥3,800 (1 ドリンク付き)  
メンバー Cl.& Sax 鈴木直樹 Pf 江草啓太  Bass 小野照彦 
     Dr 堀越 彰 Bjo 青木 研 
お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411 

9/10(土) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 宝くじ文化公演 
場所 波佐見町総合文化会館ウェイブホール(長崎県) 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 一般 1,500 円 高校生以下 1,000 円（当日 500 円増） 
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 廣原武美(三味線) 
     広本葉子(Pf) 竹田弘樹(B) 堀越 彰(Dr) 
お問合せ 波佐見町総合文化会館 0956-85-2034 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

9/11(日) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 宝くじ文化公演 
場所 松浦市文化会館ゆめホール(長崎県) 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 一般 1,500 円 高校生以下 1,000 円（当日 500 円増） 
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 小濱明人(尺八) 廣原武美(三味線) 
     広本葉子(Pf) 竹田弘樹(B) 堀越 彰(Dr) 
お問合せ 松浦市文化会館 0956-72-5758 
     フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

9/13(火) 

金谷こうすけ Session 
場所 神戸 Women's Club 
時間 未定 
料金 未定 
メンバー 金谷こうすけ(Pf) 堀越 彰(Dr) 他 
お問合せ MINT JAM 0798-33-9170 http://www.mint-jam.com/ 

9/15(木) 

金谷こうすけ Next Move 
場所 ギャラリー『ヌーブ』 阪急神戸線夙川駅 徒歩 5 分 
時間 未定 
料金 未定 
メンバー 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(Bs) 堀越 彰(Dr) 
お問合せ ギャラリー『ヌーブ』 0798-20-6385 
     MINT JAM 0798-33-9170 http://www.mint-jam.com/ 

9/17(土) 

金谷こうすけ 生誕祭 
場所 ROYAL HORSE 大阪市北区兎我野町 15-13 ミユキビル 1 階 
時間 Open 17:00 / Start 19:00/21:00 
料金 チャージ料金 ¥4,500 barcounter ¥1,500 
メンバー 金谷こうすけ(Pf) 桑名ハルコ(Vo) 宮藤晃妃(Vo) 
     芳野藤丸(G) 清水興(B) 中嶋明彦(B) 藤井邦彦(B) 
     堀越彰(Ds) 岡野正典(Ds) 
お問合せ ROYAL HORSE 06-6312-8958･9／06-6312-2991 
     http://www.royal-horse.jp/ 
     MINT JAM 0798-33-9170 http://www.mint-jam.com/ 
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9/18(日) 

パリ発サムライアコーディオン taca 
「Wind of Legend」Japan Tour 2011 Summer 
場所 JAZZ ON TOP 梅田本店 大阪府大阪市北区曾根崎新地 2 丁目 3-13 
時間 Open 18:00 / Start 19:45/21:30 
料金 前売 ¥3,500 / 当日¥4,000 
メンバー taca(アコーディオン) 鳥越啓介(contrabass) 堀越 彰(drums) 
ゲスト  川瀬眞司(マカフェリギター） 
お問合せ JazzOnTop 06-6341-0147 jazz.swing@dream.com 
     http://www.jazzontop.com/ 

9/19(月) 

パリ発サムライアコーディオン taca 
「Wind of Legend」Japan Tour 2011 Summer 
場所 京都 憧夢 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 前売 ¥3,000 / 当日¥3,500 
メンバー taca(アコーディオン) 廣田昌世(contrabass) 堀越 彰(drums) 
お問合せ 京都 憧夢 075-861-2040 http://www.106215.jp/ 

9/20(火) 

パリ発サムライアコーディオン taca 
「Wind of Legend」Japan Tour 2011 Summer 
場所 STAR EYES 名古屋市千種区菊坂町 3-4-1 G ハウスビル１F 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 前売 ¥3,000 / 当日¥3,500 
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) 
お問合せ STAR EYES 052-763-2636 http://www.stareyes.co.jp/ 

9/21(水) 

パリ発サムライアコーディオン taca 
「Wind of Legend」Japan Tour 2011 Summer 
場所 浜松 天神蔵 
時間 Open 18:30 / Start 19:30 
料金 前売 ¥3,000 / 当日¥3,500 
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) 
お問合せ 浜松 天神蔵 053-461-6145 予約 090-4155-2806 
     http://www.tenjingura.com/ 

9/22(木) 

パリ発サムライアコーディオン taca 
「Wind of Legend」Japan Tour 2011 Summer 
場所 東京 JZ Brat 渋谷区桜丘町 26-1 セルリアン東急ホテル 2 階 
時間 Open 17:30 / Start 19:30/21:00 
料金 前売 ¥3,500 / 当日 ¥4,000 
   1st-2nd 通し 前売 ¥4,500 / 当日 ¥5,000 
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) 
お問合せ JZ Brat 03-5728-0168 http://www.jzbrat.com/ 

9/23(金) 

林正樹 Stewmahn 
場所 坂東市民音楽ホール リハーサル室 (茨城県) 
時間 開演 14:30 
メンバー 林 正樹(Pf) アンディー・ベヴァン(Winds) 西嶋 徹(B) 
     堀越 彰(Ds) 
お問合せ 坂東市民音楽ホール 0297-36-1100 
     http://www.city.bando.lg.jp/facilities/culture/belleforet/hall/ 

10/1(土) 

高橋ユカ バースデイライブ 
場所 ラグタイム大阪 
時間 未定 
メンバー 金谷こうすけ(Pf) 堀越 彰(Ds) 
お問合せ ラグタイム大阪 06-6214-5306 
     MINTJAM 0798-33-9170 
     カフェミント 06-6341-5047 

10/4(火) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band 
場所 高津市 
時間 未定 
メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 堀越 彰(Dr&Per) 他 
お問合せ フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 
     fwj@m6.gyao.ne.jp 

10/8(土) 

横濱 JAZZ PROMENADE 2011 林正樹 Stewmahn 
場所 関内ホール 小ホール 
時間 開演 13:50 
メンバー 林 正樹(Pf) アンディー・ベヴァン(Winds) 西嶋 徹(B) 
     堀越 彰(Ds) 
お問合せ 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会 045-221-0325 
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10/12(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 Open 18:00 / Start 19:30 
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 

10/16(日) 

金谷こうすけ「人生ノヲト」 
場所 未定 
時間 未定 
料金 未定 
出演 金谷こうすけ(Pf) 堀越彰(Dr) 
お問合せ MINTJAM 0798-33-9170 
     カフェミント 06-6341-5047 

10/26(水) 

林正樹 Stewmahn 
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) 
お問合せ 公園通りクラシックス 03-3464-2701 

10/29(土) 

ザ・ひのまるスーパーセッション 
場所 西荻窪 TERRA 
時間 Open 19:00 / Start 20:00 
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 

11/9(水) 
AMI & 堀越 彰「Quartier Latin カルチェラタン」 
〜 パリに実在するラテン街 『カルチェラタン』  
            そこは２つの芸術が出会い 闘い 融合する場所 〜 
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 ¥5,500 / 当日 ¥6,000 
出演 AMI 鎌田厚子 /Baile 
   堀越 彰 /Dr&Per 石塚隆充 /Cante 片桐勝彦 /Guitar 
   白 庸介 /Guitar&Bass 林 正樹 /Piano&Keyboard 
 
構成･演出 堀越 彰 & AMI 
舞台   （株）フリーウェイ 
音響    遠入佳奈 （株）フリーウェイ 
照明    吉川ひろ子 CAT 
企画    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 
・チケットぴあ 0570-02-9999（Ｐコード 414-985）http://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 33776）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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11/11(金) 

観月会 〜秋は夕暮れ 月の頃はさらなり〜 
場所 神戸 旧グッゲンハイム邸 
時間 13:00～21:00 
料金 ¥7,500(1 日フリーパス、ライブチケット、ドリンク、軽食)  
出演 金谷こうすけ The Next Move 金谷こうすけ(Pf) 藤井邦彦(B)  
   堀越 彰(Dr) 他 
お問合せ MINT JAM 0798-33-9170 http://www.mint-jam.com/ 

11/14(月) 

藤井郷子 ma-do Europe Tour 2011 
場所 スウェーデン マルム Victoria Teatern 
時間 19:30〜 
料金 140 kronor/100 kronor 
http://www.victoria.se 

11/15(火) 

藤井郷子 ma-do Europe Tour 2011 
場所 ポーランド ワルシャワ Cafe Kulturalna 
時間 22:00～ 
http://www.kulturalna.pl/ 

11/16(水) 

藤井郷子 ma-do Europe Tour 2011 
場所 ポーランド ワルクロフ Firlej 
時間 20:00～ 
http://www.firlej.wroc.pl/ 

11/17(木) 

藤井郷子 ma-do Europe Tour 2011 
場所 ベルギー ゲント Vooruit, 
時間 20:00～ 
料金 20 Euro/18 Euro 
http://vooruit.be/en/event/2813?genre=concerts 

11/18(金) 

藤井郷子 ma-do Europe Tour 2011 
場所 ドイツ ケルン Japanisches Kulturinsitut Köln 
時間 19:00～ 
Universitaetsstr. 98, 50674 Köln tel +49 (0)221-9405580 
http://vooruit.be/en/event/2813?genre=concerts 
http://www.jki.de 

11/19(土) 
藤井郷子 ma-do Europe Tour 2011 
場所 ポーランド ルブリン 
時間 未定 

12/5(月) 

スウィート ファンタジア オーケストラ 
場所 銀座スウィング 
時間 Start 18:45 
料金 Music Fee 
メンバー 篠崎秀樹(leader &  tenor sax) 高田あずみ(violin) 
     林 文夫(alto sax) 白石幸司(tenor sax) 
     上里 稔(baritone sax) 菊池 宏(trumpet) 筒井政(trumpet)  
     早川隆章(trombone) 上里知巳(piano) 小田部宏(bass) 
     堀越 彰(drums) 
お問合せ 銀座スウィング（JR 有楽町駅のそば） 
     104-0061 中央区銀座西２丁目２番地 銀座インズ 2-2F 
     03-3563-3757 
     http://www.xx.em-net.ne.jp/~swing/index.html 

12/14(水) 

Richard Todd Horn Recital リチャード・トッド  ホルンリサイタル 
~ クラシックからジャズまで音楽ジャンルの垣根を越えて ~ 
場所 大阪公演 千里ヤマハホール 06-6831-8700 
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 一般 ¥2,000 / 学生 ¥1,500(全席自由) 
メンバー ホルン:リチャード・トッド( ロサンゼルス室内管弦楽団首席) 
     ピアノ: 遠藤直子 ピアノ:柴田敏孝 ベース:須川崇志 
     ドラムス:堀越 彰 
主催 ヤマハミュージックトレーディング株式会社 
   http://www.hanshoyer.jp/ 
お問合せ プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677 info@proarte.co.jp 

12/15(木) 

Richard Todd Horn Recital リチャード・トッド  ホルンリサイタル 
~ クラシックからジャズまで音楽ジャンルの垣根を越えて ~ 
場所 東京公演 白寿ホール 03-5478-8867 
   http://www.hakujuhall.jp/  
時間 Open 18:30 / Start 19:00 
料金 一般 ¥2,000 / 学生 ¥1,500(全席自由) 
メンバー ホルン:リチャード・トッド( ロサンゼルス室内管弦楽団首席) 
     ピアノ: 遠藤直子 ピアノ:柴田敏孝 ベース:須川崇志  
     ドラムス:堀越 彰 
主催 ヤマハミュージックトレーディング株式会社 
   http://www.hanshoyer.jp/ 
お問合せ プロ アルテ ムジケ 03-3943-6677 info@proarte.co.jp 
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