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1月 12日(月・祝) 

My Country My Home ～忘れがたき旋律と記憶～ 
場所 Lown ラウン(下北沢) 

時刻 Open 12:00 Start 13:00 

料金 2,000円 + 1Drink 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano) 

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi) 

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

お問合せ Lown ラウン 03-6407-1919 http://lown.jp/ 

 東京都世田谷区北沢 2-34-8 北沢 KM ビル３階 

1月 27日(火)  
1月 28日(水) 

大輪塾 第 3回リーディングライブ 言葉と音によるサーカス音楽劇 

「大正浪漫 仏蘭西物語」 
場所 南青山 MANDALA (港区南青山 3-2-2 MR ビル) 

時刻 Open 18:30 Start 19:30 

料金 3,000円 + 1 ドリンク(700円) 

演目 第一部 バルザックの寝巻姿(ロダンが愛した女優 花子 とバルザック像の秘話物語) 

 第二部 断頭台(マリーアントワネットの首切り人を演じる役者の幻想物語) 

演出 大輪茂雄 

出演 大輪塾塾生 

 真生はるか 酒井美好 木崎亜美 粕谷麻葵 小林佳代 

 吉田みずほ 鈴木奨平 坂本美沙都 大島由梨乃 

 三浦正行(ゲスト) 

音楽 堀越 彰 (Drums＆Per) 白圡庸介 (Guitar) 村田千沙(Vocal) 

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411 http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 

 大輪塾 http://owajuku.com/ 

1月 29日(木) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー直前壮行ライブ  

場所 新宿 PIT INN 

時刻 開場 19:30 開演 20:00 

料金 4,320円 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 新宿 PIT INN 03-3354-2024 shinjuku@pit-inn.com  http://www.pit-inn.com/index_j.php 

1月 30日(金) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー直前壮行ライブ  

場所 相模原 Maple Hall 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 

料金 前売 一般 4,500円 / 高校生以下 3,500円 (1Drink付) 

 当日 一般 5,000円 / 高校生以下 4,000円 (1Drink付) 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 相模原 Maple Hall 042 751-5011 神奈川県相模原市中央区千代田 2-2-15 

 http://www.maple1990.com 

2月 5日(木) 

鈴木直樹クインテット 

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 一般 3,000 円、学生 2,000 円(飲食別) 

メンバー 鈴木直樹(cl. sax.) 堀越 彰(ds.) その他 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563 http://bflat.biz/ 

 東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 

2月 8日(日) 

山下洋輔トーク&ライブ 

場所 日比谷・イイノホール 

時刻 開場 15:30  開演 16:00 

料金 前売 ¥5,500 当日 ¥6,000 

メンバー 山下洋輔(Piano) 相倉久人 菊地成孔(ts) 堀越彰(ds) 

お問合せ ディスクガレージ 050-5533-0888 

2月 16日(月) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー 

場所 スロバキア、ブラチスラバ・スロバキアラジオ・コンサートホール 

時刻 開演 19:00 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 国際交流基金文化事業部 03-5369-6063  

 

 

http://lown.jp/
http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html
http://owajuku.com/
http://www.pit-inn.com/index_j.php/td
http://www.maple1990.com/
http://bflat.biz/
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2月 18日(水) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー 

場所 スロバキア、コシツェ・カルチャーパーク・K13 

時刻 開演 19:00 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 国際交流基金文化事業部 03-5369-6063  

2月 20日(金) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー 

場所 チェコ、プラハ・アルハ劇場 

時刻 開演 19:00 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 国際交流基金文化事業部 03-5369-6063  

2月 21日(土) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー 

場所 チェコ、プルゼニ・コンセルバトワール 

時刻 開演 19:00 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 国際交流基金文化事業部 03-5369-6063  

3月 1日(日) 

「結」の会 チャリティ公演 -な忘れそ- 
場所 日本橋社会教育会館 8F ホール 

時刻 Open 14:00 / Start 14:40 

料金 1,000円 東日本大震災の復興 支援活動に寄付いたします 

出演 < 第１部 > 日本舞踊 - 藤間勘舞恵 藤間涼花 

 < 第２部 > 一人合唱 - 大野治夫 

 朗読 - 平野有海 

 素囃子 - 藤舎千穂(小鼓) 藤舎夏美(小鼓) 藤舎清穂(大鼓) 藤舎朱音(太鼓) 藤舎理生(笛) 

 OBSESSION - 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ 萬劇場内「結」の会 03-5394-6901 http://blog.goo.ne.jp/kanmaefujima 

3月 6日(金) 

金谷こうすけ Next Move + 渡辺 剛  

東日本大震災 4年 仙台音楽街道 PRESENTS震災メモリアルコンサート 

「東北・阪神『虹と絆』コンサート」〜3.11あの時を忘れない〜 
場所 LIVE DOME「STAR DUST」 仙台市青葉区本町 2-5-18 カルラ本町ビル 4F 

時刻 Open 18:00 / Start 18:30 

料金 3,000円(1 ドリンク別途) 

 ※売上の 10％が東日本大震災復興支援基金に募金されます。 

メンバー 金谷こうすけ(Piano) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Drums&Per) 

 渡辺 剛(Vil) 貝山幸子(Vo) asari Tae-chu 

お問合せ （株）TK-PRODUCTION 090-7068-3694 kontsuka@tk-pro.jp 

3月 7日(土) 

金谷こうすけ Next Move + 渡辺 剛  

東日本大震災 4年 仙台音楽街道 PRESENTS震災メモリアルコンサート 

「東北・阪神『虹と絆』コンサート」〜3.11あの時を忘れない〜 
場所 さんさん商店街 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下 59-1 

時刻 開演 14:30／終演 16:30 

料金 無料 

メンバー 金谷こうすけ(Piano) 藤井邦彦(Bass) 堀越 彰(Drums&Per) 

 渡辺 剛(Vil) 貝山幸子 Tae-chu、asari 

お問合せ （株）TK-PRODUCTION 090-7068-3694 kontsuka@tk-pro.jp 

3月 24日(火) 

チェンミン 
場所 銀座 Swing 

時刻 1st 19:00～ 2nd 21:00～ 

料金 銀座 Swing会員 3,150円 会員同伴 4,200円 フリー 5,250円 

メンバー チェン ミン(二胡) 鈴木直樹(Cl&Sax) 青木 研(Bjo&g) 堀越 彰(Dr&Per) 

お問合せ 銀座 Swing 03-3563-3757 中央区銀座西２丁目２番地 銀座インズ２－２Ｆ 

3月 27日(金) 

旧橋 壮 クインテット 
場所 赤坂ビーフラット 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,000円＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) 堀越 彰(ds) 他 

お問合せ 赤坂 B Flat 03-5563-2563 http://bflat.biz/  東京都港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1 

 

 

 

http://blog.goo.ne.jp/kanmaefujima
http://bflat.biz/
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3月 29日(日) 

My Country ～忘れがたき旋律と記憶～ 

場所 KAMOME(横浜 関内) 

時刻 Open 12:30／Start 13:30 

料金 3,000円 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi) 

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

 http://www.yokohama-kamome.com/ 

 渡辺和栄 bamse@kk.catv-yokohama.ne.jp 

4月 16日(木) 

三舩優子 X堀越 彰 -OBSESSION- 関西ツアー2015 春 at 大阪 
場所 梅田 ALWAYS 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30  

料金 3,500円(前売) 4,000円(当日) 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ 梅田 ALWAYS 06-6809-6696   always.live.umeda@gmail.com http://www.always-live.info/ 

 大阪市北区野崎町 6-8 トレックノース梅田ビルＢ１ 

4月 17日(金) 

三舩優子 X堀越 彰 -OBSESSION- 関西ツアー2015 春 at名古屋 
場所 5/R Hall&Gallery(ファイブアール ホールアンドギャラリー) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00  

料金 3,500円(前売) 4,000円(当日) 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ 5/R Hall&Gallery 052-734-3461   http://www.five-r.jp/ 

 名古屋市千種区今池 1-3-4 

4月 18日(土) 

三舩優子 X堀越 彰 -OBSESSION- 関西ツアー2015 春 at 高槻 
場所 摂津響 Saal(せっつきょうザール） 

時刻 1部 三舩優子 Solo Open 15:30 / Start 16:00 (入替制) 

 2部 -OBSESSION- Open 18:00 / Start 18:30 

料金 1部 5,000円(前売) 5,500円(当日) (入替制) 

 2部 5,000円(前売) 5,500円(当日) (入替制) 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ 摂津響 Saal 080-3031-4311 mion09092014@yahoo.co.jp http://www.at-ml.jp/70843/ 

 大阪府高槻市原 104-95 

4月 19日(日) 

三舩優子 X堀越 彰 -OBSESSION- 関西ツアー2015 春 at 神戸六甲 
場所 音楽ホール&ギャラリー 里夢(さとむ) 

時刻 Open 16:30 / Start 17:00  

料金 3,500円(前売) 4,000円(当日) 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ 音楽ホール&ギャラリー 里夢 078-821-2140  http://www.ne.jp/asahi/music-hall/satom/ 

 神戸市灘区曽和町 1-4-2-B1 

4月 22日(水) 

Tail'z 
場所 吉祥寺 MANDA-LA 2 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 2,200 円 + 1Drink 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 宮川直巳(g.pf) 丸山聡史(b) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 吉祥寺 MANDA-LA 2 0422-42-1579 http://www.mandala.gr.jp/man2.html 

 東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-8-6 第 18 通南ビル地下 

5月 2日(土) 

SIBA LIVE 
場所 Organ Jazz 倶楽部 

時刻 Open 19:00 / Start 20:00  

料金 Music Charge 2,500円 + オーダー 

メンバー SIBA(Vocal) いしだまゆみ(Piano) 古谷 悠(Bass) 堀越 彰(Drums) 

お問合せ Organ Jazz 倶楽部 03-3388-2040  http://www.organjazzclub.org/ 

 東京都中野区沼袋 1-34-4B1F(西武新宿線 沼袋駅) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yokohama-kamome.com/
http://www.always-live.info/
http://www.five-r.jp/
http://www.at-ml.jp/70843/
http://www.ne.jp/asahi/music-hall/satom/
http://www.mandala.gr.jp/man2.html
http://www.organjazzclub.org/
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5月 4日(月・祝) 

山下洋輔 & LOTUS POSITION 中欧 4都市ツアー凱旋ライブ  
場所 新宿 PIT INN  

時刻 Open 19:30 / Start 20:00  

料金 4,000円 + 消費税 

メンバー 山下洋輔(Piano) 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Drums) 小濱明人(尺八) 

お問合せ 新宿 PIT INN   03-3352-0381   shinjuku@pit-inn.com http://www.pit-inn.com/ 

 東京都新宿区新宿 3-17-4 

5月 5日(火・祝) 

My Country ～忘れがたき旋律と記憶～ 
場所 楽屋(らくや)(目黒区上目黒 2-15-6) 

時刻 Open 17:30／Start 18:30 

料金 Music Charge 3,000円 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

 米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi) 

 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

お問合せ 楽屋 03-3714-2607 http://rakuya.asia/home.shtml 

5月 8日(金) 

三舩優子 X堀越 彰 -OBSESSION- 東京公演  
場所 JZ Brat (渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F) 

時刻 Open 17:30 / Start 19:30  

料金 ミュージックチャージ 4,000円(前売) 4,500円(当日) 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ JZ Brat   03-5728-0168  http://www.jzbrat.com/ 

 東京都渋谷区桜丘町 26-1 渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F 

5月 17日(日) 

NHK総合放映 LOTUS POSITION 
番組名 第 66回 全国植樹祭 いしかわ 2015 

放送局と時刻 NHK総合 午前 10時 55分 ～ 11時 54分 

曲 里山里海幻想」（作曲：浅井暁子） 

指揮 角田鋼亮 

演奏 LOTUS POSITION (小濱明人 尺八・堀越 彰 Drums &Per) 

 オーケストラ・アンサンブル金沢 

5月 17日(日) 

DAISUKE & BIG BROTHERS 
場所 ShowBoat(東京都杉並区) 

時刻 Open 18:30／Start 19:00 

料金 前売 3,000円 当日 3,500円 (ドリンク別) 

メンバー Daisuke Trio 井川大輔(Gt) 吉田 健(Ba) 堀越 彰(Drs) 

 < Guest > 扇田裕太郎(Gt) Miya(Fl) 

お問合せ 井川大輔  danieldaichan@docomo.ne.jp 

 ShowBoat 03-3337-5745 info@showboat.co.jp 

 http://showboat1993.wix.com/showboat1993 

 東京都杉並区高円寺北 3-17-2 オークヒル高円寺 B1 

5月 31日(日) 

直真紗会 45周年記念チャリティーショー 
場所 横浜市栄区公会堂(横浜市栄区桂町 279-29) 

時刻 開演 12:30 終演 16:00 

料金 入場料 1,990円(内チャリティー300円) 

メンバー 原田直真紗(唄) 原田直之(唄) 小野由紀子(唄) 原田真木(三味線)  

 堀越彰(Drums&Per) 他 

お問合せ 原田直真紗 045-893-0230  

 横浜市栄区公会堂 045-894-9901 http://www.yspc.or.jp/sakae_ph_ysa/ 

主催 民謡直真紗会 

6月 2日(火) 

鈴木直樹 クインテット 
場所 赤坂ビーフラット(港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 一般 予約 3,000円 当日 3,500円(飲食別) 

 学生 予約 2,500円 当日 3,000円(飲食別) 

メンバー 鈴木直樹(cl.sax) 青木研(banjo) 江草啓太(Piano) 早川哲也(bass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 http://bflat.biz/ 

6月 3日(水) 

旧橋 壮 クインテット 
場所 赤坂ビーフラット(港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 予約 3,000円 + オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts.fl) AYAKI (Piano) 日野了介(Bass)  

 Winchester Nee Tete(Percussion) 堀越 彰(drums) 他 

お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563  http://bflat.biz/ 

http://www.pit-inn.com/
http://rakuya.asia/home.shtml
http://www.jzbrat.com/
http://showboat1993.wix.com/showboat1993
http://www.yspc.or.jp/sakae_ph_ysa/
http://bflat.biz/
http://bflat.biz/
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6月 6日(土) 

第 1回 Shinshiro Jazz 前夜祭 

場所 湯谷温泉 湯の風 HAZU 0536-32-1211   愛知県新城市能登瀬上谷平 4-1 

 http://www.hazu.co.jp/hazu/ 

時刻 Start 19:30 

料金 5,000円(ティータイム付き)  

 * お食事・ご宿泊をご希望の方は別途お申し込みください 

メンバー 鈴木直樹 クインテット  

 鈴木直樹(cl.sax) 青木研(banjo) 江草啓太(Piano) 早川哲也(bass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ Shinshiro Jazz実行委員会事務局 090-3256-2946 http://shinshiro-jazz.com/ 

6月 7日(日) 

第 1回 Shinshiro Jazz 
場所 新城文化会館小ホール 愛知県新城市字下川 1番地 1 0536-23-2122 

 http://shinshiro-bunkahiroba.jp/ 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 一般 前売り 3,000円 当日 3,500円 

 高校生以下 前売り 800円 当日 1,000円 

メンバー 鈴木直樹 クインテット  

 鈴木直樹(cl.sax) 青木研(banjo) 江草啓太(Piano) 早川哲也(bass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ Shinshiro Jazz実行委員会事務局 090-3256-2946 http://shinshiro-jazz.com/ 

 ムジカボックス企画 090-5452-3276 

6月 20日(土) 

大輪塾リーディングライブ vol.4  「谷崎・芥川・三島を読む」脚色 演出：大輪茂男  

 【第一部】「離宮の松」(三島由紀夫) 

 【第二部】「南京の基督」(芥川龍之介) 

 【第三部】「刺青」(谷崎潤一郎) 
場所 南青山マンダラ 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

時刻 1st 開場 15:00 開演 15:30 / 2nd 開場 18:30 開演 19:30 

料金 3,500円+1drink別 

メンバー 真生はるか 酒井美好 木崎亜美 岡田直輝 粕谷麻葵 小林佳代 

 吉田みずほ 咲麻あさ実 坂本美沙都 大島由梨乃 中山大輔 

 MC ：三浦正行 

 演奏：堀越 彰(Drums&Percussion) 白 庸介(Guitar) 

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411(受付時間：16～22時) http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 

 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

6月 21日(日) 

大輪塾リーディングライブ vol.4  「谷崎・芥川・三島を読む」脚色 演出：大輪茂男  

 【第一部】「離宮の松」(三島由紀夫) 

 【第二部】「南京の基督」(芥川龍之介) 

 【第三部】「刺青」(谷崎潤一郎) 
場所 南青山マンダラ 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

時刻 開場 11:00 開演 11:30 

料金 3,500円+1drink別 

メンバー 真生はるか 酒井美好 木崎亜美 岡田直輝 粕谷麻葵 小林佳代 

 吉田みずほ 咲麻あさ実 坂本美沙都 大島由梨乃 中山大輔 

 MC ：三浦正行 

 演奏：堀越 彰(Drums&Percussion) 白 庸介(Guitar) 

お問合せ  南青山マンダラ 03-5474-0411(受付時間：16～22時) http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 

 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

6月 22日(月) 

大輪塾リーディングライブ vol.4  「谷崎・芥川・三島を読む」脚色 演出：大輪茂男  

 【第一部】「離宮の松」(三島由紀夫) 

 【第二部】「南京の基督」(芥川龍之介) 

 【第三部】「刺青」(谷崎潤一郎) 
場所 南青山マンダラ 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

時刻 1st 開場 14:30 開演 15:30 / 2nd 開場 18:30 開演 19:30 

料金 3,500円+1drink別 

メンバー 真生はるか 酒井美好 木崎亜美 岡田直輝 粕谷麻葵 小林佳代 

 吉田みずほ 咲麻あさ実 坂本美沙都 大島由梨乃 中山大輔 

 MC ：三浦正行 

 演奏：堀越 彰(Drums&Percussion) 白 庸介(Guitar) 

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411(受付時間：16～22時) http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 

 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

 

 

 

 

http://www.hazu.co.jp/hazu/
http://shinshiro-jazz.com/
http://shinshiro-bunkahiroba.jp/
http://shinshiro-jazz.com/
http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html
http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html
http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html
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6月 23日(火) 

新宿 PIT INN 50th Anniversary 藤井郷子 オーケストラ東京  
場所 新宿 PIT INN (東京都新宿区新宿 3-17-4) 

時刻 Open 19:30 / Start 20:00 

料金 3,000円＋税（1DRINK付） 

メンバー 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）永田利樹（B）堀越 彰（Ds） 

お問合せ 新宿 PIT INN 03-3352-0381 

 shinjuku@pit-inn.com http://www.pit-inn.com/index_j.php 

6月 25日(木) 

堀越 彰 INSTINCT 
場所 サラヴァ東京  

時刻 開場 18:30 開演 19:30 

料金 一般 前売り 3,500円(1 ドリンク付) 当日 4,000円(1 ドリンク付) 

メンバー 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

 白 庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

 フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Piano＆Key) 

 フィリップ エマール Philippe Aymard (Vocal＆Performance) 

お問合せ サラヴァ東京 TEL/FAX 03-6427-8886 

 http://l-amusee.com/saravah/schedule/log/20150625.php 

 東京都渋谷区松濤 1丁目 29-1 クロスロードビル B1 

6月 28日(日) 

心挙法 設立 15周年記念大会  
場所 希望ヶ丘小学校 体育館(世田谷区船橋 4-9-1)  http://www.setagaya.ed.jp/kika/ 

時刻 13:45 開場  

 14:00 大会競技  

 16:40 OBSESSION 演奏  

 17:30 結果発表 

料金 無料 

メンバー OBSESSION  三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums) 

お問合せ Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

7月 2日(木) 

夏の渋谷和音フェス 
場所 TAKE OFF 7 (渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1F) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 前売り 3,000円 当日 3,500円 ＋1 ドリンク 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) めぐ留(Vo) 

 海老原真二(Piano) 高橋香織(Violin) 

 小濱明人(尺八) 堀越 彰(Drums) 

お問合せ TAKE OFF 7  03-3770-7755  liveto7.bk@kox-radio.jp http://kox-radio.jp/takeoff7/ 

 渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1F  TEL 03-3770-7755 

7月 5日(日) 

第 9回 山中信人 津軽三味線演奏会  
場所 花と音楽の館かわさと 花久の里(かきゅうのさと)(埼玉県鴻巣市) 

時刻 Open 13:30 / Start 14:00 

料金 前売り 2,000円 当日 2,300円 

メンバー 山中信人(三味線) 堀越 彰(Drums) 

お問合せ 花久の里事務局 048-569-3811 埼玉県鴻巣市関新田 343番地 

 http://www.kakyunosato.or.jp/ 

7月 12日(日) 

胎内市市制 10周年記念事業 チェンミン コンサート 
場所 新潟県胎内市産業文化会館 

時刻 Open 13:30 / Start 14:00 

料金 前売り 2,000円 学生(高校生以下) 1,000円 当日 500円増し 

メンバー チェンミン(ニ胡) 鈴木直樹(クラリネット ソプラノサキソフォーン) 

 江藤直子(ピアノ) 青木 研(バンジョー) 

 堀越 彰(ドラムス パーカッション) 

お問合せ 胎内市産業文化会館 0254-43-6400 新潟県胎内市新和町２−５ 

7月 14日(火) 

チェンミン コンサート 
場所 銀座 Swing(中央区銀座西 2丁目 2番地 銀座インズ 2-2F) 

時刻 1st 19:00- / 2nd 21:00- 

料金 4,320円 + 1Drink & 1 Food 

メンバー チェンミン(ニ胡) 鈴木直樹(クラリネット ソプラノサキソフォーン) 

 江藤直子(ピアノ) 青木 研(バンジョー) 

 堀越 彰(ドラムス パーカッション) 

お問合せ 銀座 Swing 03-3563-3757 http://ginzaswing.jp 

 音楽園   03-6804-5155 info@chenmin.jp 

http://www.pit-inn.com/index_j.php
http://l-amusee.com/saravah/schedule/log/20150625.php
http://www.setagaya.ed.jp/kika/
http://kox-radio.jp/takeoff7/
http://www.kakyunosato.or.jp/
http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kyoiku/bunka-sports/sangyoubunka/sangyoubunka.html
http://ginzaswing.jp/
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7月 16日(木) 

堀越 彰 INSTINCT 
場所 KAMOME （横浜市中区住吉町 6-76)   

時刻 開場 19:00 開演 20:00 

料金 一般 前売り 3,500円 当日 4,000円 

メンバー 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per) 

 白 庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

 フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Piano＆Key) 

 フィリップ エマール Philippe Aymard (Vocal＆Performance) 

お問合せ KAMOME TEL 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

 http://www.yokohama-kamome.com/ 

 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 

7月 18日(土) 

本間樺代子 アーリーサマーコンサート  
場所 千葉市美術館１階さや堂ホール  

 http://www.ccma-net.jp/facilities_img/a_sayado.html 

時刻 Open13:30 / Start14:00 

料金 前売り 3,000円 当日 3,500円 学生 2,000円 

メンバー 本間樺代子  牧原正洋 トランペット 

お問合せ ミュージアム ロフト TEL&FAX 0436-52-3521 本間 

 mail:flora@coda.ocn.ne.jp 

7月 24日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  
場所 千葉市文化センター 6階 第一スタジオ 

時刻 < ピアノとドラムのきらめきワークショップ > 小学生対象(保護者見学可) 

 Open15:30/Start16:00 1,500円(60分)  

 < 世界唯一ピアノとドラムのクラシックコンサート> 

 Open18:30/Start19:00 3,500円 学生 1,500円 

メンバー 三舩優子(Piano) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

7月 28日(火) 

Tail'z 
場所 吉祥寺 MANDA-LA 2(武蔵野市吉祥寺南町 2-8-6 第 18 通南ビル地下) 

時刻 Open 19:00 / Start 19:30 

料金 2,200 円 + 1Drink 

メンバー 泉田理歌(Vo) 壬菜(G) 宮川直巳(g.pf) 丸山聡史(b) 堀越 彰(ds) 

お問合せ 吉祥寺 MANDA-LA 2 0422-42-1579 http://www.mandala.gr.jp/man2.html 

7月 30日(木) 

鈴木直樹 阿部篤志 & 堀越 彰 New Project 
場所 KAMOME （横浜市中区住吉町 6-76)  

時刻 開場 19:00 開演 20:00 

料金 一般 前売り 3,500円 当日 4,000円 

メンバー 鈴木直樹(Cl&Sax) 阿部篤志(Piano) 堀越 彰(Drums&per) 

お問合せ KAMOME TEL 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

 http://www.yokohama-kamome.com/ 

 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 

8月 5日(金) 

Feel Me!  Vol.9 音楽とマッサージとブッフェとフランスワイン 
場所 風土 cafe「山羊に、聞く？」 

時刻 開場 19:30 LIVE 20:15-22:00 

料金 6,500円(ブッフェ  ミュージックチャージ  ウエルカムドリンク付き) 

メンバー L.Luxuel（渡辺美貴 Vn&Vo・堀越 彰 Drums・Frederic Viennot Pf） 

        Takai Mayuko タイマッサージ・(株)グランカーブ お酒 

お問合せ 風土 cafe&Bar「山羊に、聞く?」 03-6809-0584  info@miki-violin.com (8/5担当者宛て） 

8月 13日(木) 

アントニオ・ガマサ(ピアノ from スペイン) 

アコースティック・ジャズ・コンサート 

- スペイン・カンタブリアのピアニスト  ６年ぶりの来日公演 - 
場所 南青山 MANDALA(港区南青山 3-2-2 MRビル B1) 

時刻 Open 18:30 Start 19:30 

料金 3,000円＋1 ドリンク 

メンバー アントニオ・ガマサ(ピアノ) 旧橋 壮(テナーサックス・フルート） 

        トッド・ニコルソン(ベース) 堀越 彰(ドラムス)  藤間浩菊(日舞) 平尾武夫(美術) 

お問合せ 南青山 MANDALA 03-5474-0411  http://www.mandala.gr.jp/aoyama.html 

 

 

 

http://www.yokohama-kamome.com/
http://www.ccma-net.jp/facilities_img/a_sayado.html
http://www.f-cp.jp/bunka.html
http://www.mandala.gr.jp/man2.html
http://www.yokohama-kamome.com/
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8月 15日(土) 

アントニオ・ガマサ(ピアノ from スペイン) 

アコースティック・ジャズ・コンサート 

- スペイン・カンタブリアのピアニスト  ６年ぶりの来日公演 - 

場所 大泉学園 ゆめりあホール(練馬区東大泉 1-29-1) 

時刻 開場 18:45 開演 19:00 

料金 前売り 3,000円(当日も同じ) 

メンバー アントニオ・ガマサ(ピアノ) 旧橋 壮(テナーサックス・フルート） 

        トッド・ニコルソン(ベース) 堀越 彰(ドラムス)  

お問合せ 大泉学園 ゆめりあホール(共立・日東共同事業体) 03-5947-2351 sise2@neribun.or.jp 

8月 16日(日) 

すみだジャズフェスティバル  アントニオ・ガマサ(ピアノ from スペイン) 

アコースティック・ジャズ・コンサート 

- スペイン・カンタブリアのピアニスト  ６年ぶりの来日公演 - 
場所 錦糸公園野外ステージ  アルカセントラル 2F「RONDO」広場（赤いオブジェ） 

時刻 錦糸公園野外ステージ：12:40-13:20 

           アルカセントラル 2F「RONDO」広場（赤いオブジェ）：15:00-15:40 

料金 無料 

メンバー アントニオ・ガマサ(ピアノ) 旧橋 壮(テナーサックス・フルート） 

        トッド・ニコルソン(ベース) 堀越 彰(ドラムス)  

お問合せ すみだジャズフェスティバル http://sumida-jazz.jp/sj/ 

8月 18日(火) 

taca「Wind of Legend」Japan Tour 2015 
場所 京都 ライブスポットラグ(京都府京都市中京区 木屋町通三条上ル 京都エンパイヤビル 5F) 

時刻 Open18:30 / Start19:30 

料金 前売 \3,000 / 当日 \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 ライブスポットラグ 075-241-0446 https://www.ragnet.co.jp/livespot/11726 

8月 19日(水) 

taca「Wind of Legend」Japan Tour 2015 
場所 岡山 陰涼寺(岡山県岡山市北区中央町 10-28) 

時刻 Open18:30 / Start19:30 

料金 前売 \3,000 / 当日 \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  蔭涼寺 086-223-5853 

8月 20日(木) 

taca「Wind of Legend」Japan Tour 2015 
場所 STAREYES (名古屋市千種区菊坂町 3-4-1Gハウスビル 1F) 

時刻 Open18:30 / Start19:30 

料金 前売 \3,000 / 当日 \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 STAREYES 052-763-2636  http://www.stareyes.co.jp/ 

8月 21日(金) 

taca「Wind of Legend」Japan Tour 2015 
場所 KAMOME(横浜 関内) 

時刻 Open19:00 / Start20:00 

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) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

8月 23日(日) 

こどもフェスティバル・サマーナイト 2015 
場所 つくだ公園(杉並区高井戸) 雨天決行 

時刻 練習 13:00- (カノウプス) / 本番 17:20- (つくだ公園) 

料金 無料 

メンバー ドラムスクールの子供たち 堀越 彰(drums) 

お問合せ カノウプス 03-3247-0330 

8月 26日(水) 

鈴木直樹 ビックバンド 
場所 赤坂ビーフラット(港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 一般 予約 3,000円 当日 3,500円(飲食別)  学生 予約 2,500円 当日 3,000円(飲食別) 

メンバー 鈴木直樹(cl.sax) 堀越 彰(drums) 他 

お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 
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8月 28日(金) 

ほさか夏子 "ビタミン Nは効く" 

場所 Glamstein グラムシュタイン（新宿区新大久保 2-6-10 新宿第 2アルプスマンション B1) 

時刻 Open 18:30／Start 19:00 

料金 5,000円(前売り 4,500円+1 ドリンク 500円) 

メンバー ほさか夏子(Vocal)<br />フレデリック・ヴィエノ(Piano) 白 庸介(Guitar) 

        吉久亜起(Violin) 谷源 昌(Bass) 堀越 彰(Drums&Per) 

お問合せ 080-6641-5533(夏子) 

8月 29日(土) 

第 6回 CANOPUS   堀越 彰ドラムスクール発表会 
場所 上用賀アートホール(世田谷区上用賀 5-14-1) 

時刻 開場 14時 30分 開演 15時 00分 

料金 無料 (一般の方もいらしてください) 

メンバー 堀越クラス生徒 堀越 彰(Drums) 白 庸介(Guitar) 竹田弘樹(Bass) 山元 猛(Vocal) 

お問合せ CANOPUS 03-3247-0330 

8月 30日(日) 

My Country ～忘れがたき旋律と記憶～ 
場所 KAMOME(横浜 関内) 

時刻 Open 12:30／Start 13:30 

料金 3,000円 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

        米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

        堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&;Per) 

お問合せ KAMOME 045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

9月 9日(水) 

DAISUKE & The BIG BROTHERS BAND 
場所 西荻窪 TERRA 

時刻 Open18:30 / Start19:00 

料金 Charge 3,000円 + ドリンク 

メンバー 井川大輔(G) 吉田  健(B) 堀越  彰(Dr) 

お問合せ  西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

9月 17日(木) 

My Country ～忘れがたき旋律と記憶～ 
場所 楽屋(らくや)(目黒区上目黒 2-15-6) 

時刻 Open 18:00／Start 19:00 

料金 Music Charge 3,000円 

メンバー 渡辺和栄 Kazue Watanabe (Piano)  

        米谷 智 Satoshi Yoneya(尺八 Shukuhachi)  

        堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&;Per) 

お問合せ 楽屋 03-3714-2607 

9月 19日(土) 

鈴木直樹 & SWING ACE ORCHESTRA 
場所 八王子芸術文化会館 

時刻 開場 14:30 / 開演 15:00 

料金 入場無料（全席自由席） ★入場にはチケットが必要です。 

メンバー 鈴木直樹(cl,sax,leader)<br />江草啓太(p) 早川哲也((b) 堀越彰(ds), 青木研(bjo,g) 

             tp: 牧原正洋, 岸義和, 城谷雄作, 二井田ひとみ 

             tb: 高橋真太郎, 大田垣正信, 高橋英樹 

             sax: 八巻綾一, レイモンド・マクモーリン, 宮木兼介, 渡邉恭一 

お問合せ 鈴木直樹オフィシャルウェブサイト http://www.swingace.com/naoki/contact/index.php 

9月 22日(火) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION for KIDS - 
場所 カトリック世田谷教会「かまぼこ」  

時刻 昼の部：Open 12:30 / Start 13:00～14:00 夕方の部：Open 15:30 / Start 16:00～17:00 

料金 子供(3歳～中学生) 1,500円 / 大人 1,000円 

メンバー 三舩優子 YUKO MIFUNE (Piano)<br /> 

           堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (Drums&Per) 

お問合せ Office OBSESSION 080-5420-6415  obsessionclassic@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
2
01

5
 

 
 

 
  

  
  

  
 

10月 11日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - 宗像ミアーレ音楽祭 2015 ミアーレ・キッズプログラム 

親子で音楽を楽しむ参加型・体験型ミニコンサートを開催！ 

ドラム＆ピアノの珍しい組み合わせでクラシック音楽が楽しめるコンサートです。 

場所 宗像ユリックス 美術ギャラリー(福岡県宗像市久原 400番地) 

時刻 13：00～13：45 (開場 12:40) 

料金 全席自由 親子ペア 500円（先着 50組） 

メンバー 三舩優子 YUKO MIFUNE (Piano) 

           堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (Drums&Per) 

お問合せ 宗像ユリックス事業部：0940-37-1483 

10月 17日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION -  STREET ART-PLEX 熊本 EXTRAVAGANZA 2015 
場所 熊本市中央区上通 びぷれす広場 

時刻 1回目 17:30-18:00 2回目 18:40-19:10 

料金 無料 

メンバー 三舩優子 YUKO MIFUNE (Piano) 

           堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (Drums&Per) 

お問合せ STREET ART-PLEX 熊本 実行委員会事務局 096-328-2424 

10月 18日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - 
場所 サロン DOLCE(熊本市中央区本荘 6丁目 12-31) 

時刻 Open13:30 Start14:00 

料金 一般 3,000円(ドリンク付), 学生 1,500円 

メンバー 三舩優子 YUKO MIFUNE (Piano)<br /> 

           堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (Drums&Per) 

お問合せ サロン DOLCE 096-373-0088 

10月 25日(日) 

チェンミン 『我が飛行 甲斐の国へ -秋編-』 
場所 河口湖円形ホール(山梨県南都留郡富士河口湖町河口 3030) 

時刻 Open 14:30 Start 15:00 

料金 一般 4,500円 FC会員 4,000円 ＊未就学児の入場はご遠慮願います。 

メンバー チェンミン 

           村石篤重(ギター) 堀越  彰(ドラム&パーカッション) 

お問合せ   河口湖ステラシアターチケットセンター 0555-72-5588  (9:00～17:00 火曜休) 

10月 29日(木) 

INSTINCT & Serendipity featuring Philippe Aymard 
場所 青山 月見ル君想フ (港区南青山 4-9-1 B1F) 

時刻 open 18:30 / start 19:30 

料金 前売 4,000円/当日 4,500円(1Drink付) 

メンバー StoryTeller 

               フィリップ エマール Philippe Aymard (Vocal&Performance) 

             OBLIVION 

               フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Key&Electro) 

               堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

             Serendipity 

                MiHO (Vocal) 

               フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Key&Electro) 

             INSTINCT 

               堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums＆Per)  白 庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

            フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Piano＆Key) 

            フィリップ エマール Philippe Aymard (Vocal＆Performance) 

お問合せ 月見ル君想フ 03-5474-8137 16:00～21:00 

10月 31日(土) 

本間樺代子 
『ファミリーで愉しむ☆映画＆ミュージカルの世界』 

3 世代が愉しめる映画とミュージカルから選曲しています。リクエストの高かった『カリオストロの城』で使われ

たバッハのオルガン曲やこころの中の名曲メドレーブロードウェイを彷彿させる華やかな曲など、ドラムの堀

越 彰さんとのダイナミック且つ繊細なステージをぜひぜひ聴きにいらしてください。 

場所 ちはら台コミュニティーセンター 2階会議室(千葉県市原市ちはら台南 6-1-3) 

時刻 開場 14時 30分 開演 15時 

料金 大人 500円(中学生以上) 小人 100円(３歳以上小学生以下） 

メンバー 本間樺代子(オルガン ピアノ 編曲) 堀越 彰(ドラム&パーカッション) 

お問合せ ちはら台コミュニティーセンター 0436-50-2312 
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11月 1日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION -  させぼ文化マンス 2015 

場所 アルカス SASEBO第 2 リハーサル室 (長崎県佐世保市三浦町 2-3) 

対象 3歳～中学 3年生までの子どもと保護者 定員 60名 

時刻 10時 30分～11時 30分 

料金 500円 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ アルカス SASEBO内「させぼ文化マンス実行委員会」 TEL:0956-42-1111 

11月 2日(月) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - 

場所 LIVE DOME スターダスト(仙台市青葉区本町 2-5-18 カルラ本町ビル４Ｆ) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 3,500円 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ LIVE DOME スターダスト 022-265-1139 

11月 4日(水) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION -  Outreach Project 

場所 気仙沼市立小泉中学校 

時刻 Open 14:30 / Start 15:00 

料金 無料 どなたでもお越し戴けます。 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ 気仙沼市立小泉中学校 0226-42-2619 （宮城県気仙沼市本吉町平貝 123） 

11月 12日(木) 

鈴木直樹 Swing Ace Orchestra 

場所 赤坂ビーフラット(港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1) 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 一般 予約 3,800円 当日 4,300円(飲食別)  学生 予約 2,500円 当日 3,000円(飲食別) 

メンバー 鈴木直樹(cl,sax,leader) 

               阿部篤志(p) ジャンボ小野((b) 堀越 彰(ds), 青木 研(bjo,g) 

             tp: 鈴木正則, 下神竜哉, 城谷雄作, 松本理三郎< 

             tb: 高橋真太郎, 高橋英樹、高井天音 

             sax: 八巻綾一, 鈴木圭、宮木兼介, 渡邉恭一 

お問合せ  赤坂ビーフラット 03-5563-2563 

11月 15日(日) 

DAISUKE & The BIG BROTHERS BAND 

場所 西荻窪 TERRA (東京都杉並区西荻北 3-22-20 坂巻ビル１Ｆ) 

時刻 Open18:30 / Start19:00 

料金 Charge 3,000円 + ドリンク 

メンバー 井川大輔(G) 吉田  健(B) 堀越  彰(Dr) 

お問合せ 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

11月 19日(木) 

旧橋 壮 

場所 赤坂ビーフラット(港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1) 

時刻 Open18:30 / Start19:30 

料金 3,000円＋オーダー 

メンバー 旧橋 壮(ts,fl) 堀越 彰(ds) 他 

お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 

11月 20日(金) 

DAISUKE & The BIG BROTHERS BAND 

場所 CANA 東浪見(千葉県長生郡一宮町東浪見 7520-1) 

時刻 Open18:00 / Start19:00 

料金 Charge 2,000円 + ドリンク 

メンバー 井川大輔(G) 吉田  健(B) 堀越  彰(Dr) 

お問合せ CANA 0475-40-0818 

12月 2日(水) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - 

場所 JZ Brat (渋谷セルリアンタワー東急ホテル 2F) 

時刻 1st：Open 17:30 Start 19:30 / 2nd：Start 21:00 

料金 入替なし 予約￥4,000 当日￥4,500 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ JZ Brat   03-5728-0168 
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12月 5日(土) 

神津義行の楽しめる音楽話と音楽会  "戦後 若者を熱狂させたビックバンドジャズ" 

場所 宮崎市清武文化会館 半九ホール 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 前売【一般】2,500円  当日【一般】3,000円<br /> 

             前売【シニア】2000円 当日【シニア】2500円 ※シニア…満６０歳以上の方 

メンバー 鈴木直樹(クラリネット) 青木 研(バンジョー) Charito(ボーカル) 

          牧原正洋(トランペット) Raymond McMorrin(テナーサックス)< 

          八巻綾一(アルトサックス) 堀越 彰(ドラム) 

          早川哲也(ベース) 阿部篤志(ピアノ) 

お問合せ 宮崎市清武文化会館：TEL 0985-84-0181（窓口・電話受付：8:30～17:00月曜は休館日） 

12月 9日(水) 

Philippe Aymard "Cirque Blue" フィリップ・アマール "サークブルー"  

場所 Ho' okipa(ホオキパ) ~Live&Dining Bar~ (港区六本木 5-18-21 ファイブプラザビル B1F) 

時刻 1部 Start 18:30~  /  2部 Start 21:00~  入れ替え制 

料金 予約 3,000円 当日 3,500円 (飲食代別) 

メンバー Philippe Aymard(vocal Ukulele & Concertina) 

           Frederic VIENNOT(Piano&Keyboard) Thomas MURAMATSU(Guitar) 

          Akira HORIKOSHI(Drums) Motoaki TANI(Bass) 

          Yukako FURUDATE(Violin) MiHO(Vocal) 

お問合せ Ho' okipa(ホオキパ) 03-5570-5530 

12月 10日(木) 

チェンミン バースデーライブ 

場所 モーションブルーヨコハマ(横浜市中区新港一丁目 1番 2号 横浜赤レンガ倉庫 2号館 3F) 

時刻 1st開場 15:45 / 開演 17:00  /  2nd 開場 18:45 / 開演 20:00 

料金 自由席 5,500円 BOX 席 22,000円+シートチャージ 6,000円 

メンバー チェンミン(二胡) 村石篤重(Guitar) 堀沢真己(Cello) 堀越 彰 (Drums＆Per) 

お問合せ モーションブルーヨコハマ 045-226-1919(11:00-22:00) 

12月 12日(土) 

本間樺代子 『ミュージック・アレンジメント vol.2の世界 ジュワイユ・ノエル』 

場所 千葉県文化会館コルツァホール 

時刻 開場 18時 30分 開演 19時 

料金 前売 大人 3,500円, 当日 大人 4,000円 <br />小・中・高生 1,000円  

        未就学児無料 全自由席 

メンバー 本間樺代子(企画＆編曲＋ピアノ・オルガン) 渡辺美貴（ヴァイオリン） 

             牧原正洋（トランペット） 堀越 彰(ドラム&パーカッション) 

お問合せ  ミュージアム ロフト  Tel&Fax: 0436-52-3541 

12月 13日(日) 

チェンミン バースデーライブ 

場所 浜名湖レークサイドプラザ(静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈 200) 

時刻 開場 17:30 ディナータイム / 開演 19:00 ショータイム 

料金 お一人様 15,980円~ (1泊 2食付き) 

メンバー チェンミン(二胡) 堀越 彰 (Drums&Per) 

お問合せ 浜名湖レークサイドプラザ 053-524-2324(9:00~17:00) 

12月 19日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - クリスマスコンサート 

場所 摂津響 Saal (大阪府高槻市原 104-95) 

時刻 開演 14:00～ （開場 13：30） 

料金 コンサート ￥4,000 学生￥2,000   コンサート＋懇親会 限定 25席 6,000円（学生 4,000円） 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ 摂津響 Saal   080-3031-4311  mail: mion09092014@yahoo.co.jp 

12月 20日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - クリスマスコンサート 

場所 Salon Classic芦屋 (兵庫県芦屋市東芦屋町 3-9) 

時刻 開演 14:00～ （開場 13：30） 

料金 コンサート ￥4,000 学生￥2,000   コンサート＋懇親会 限定 25席 6,000円（学生 4,000円） 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ Salon Classic芦屋   0797-55-0730  mail: info@tmcj.jp 

12月 22日(火) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - クリスマスコンサート 

場所 5/R Hall&Gallery(ファイブアール ホールアンドギャラリー) 愛知県名古屋市千種区今池 1-3-4 

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 4,000円(前売) 4,500円(当日) 

メンバー OBSESSION 

               三舩優子（ピアノ） 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

お問合せ 5/R Hall&Gallery 052-734-3461 
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12月 23日(水) 

原田直之 ディナーショー 

場所 大手町サンケイプラザ 4F ホール 

時刻 ディナータイム 17:00 ~ 18:15 / ショータイム 18:15~19:15 

料金 18,000 円 コース料理・サービス料・税込 (フリードリンク) 

メンバー 原田直之(Vo) 原田真木(三味線) 原田直真紗(三味線) 米谷和修(尺八) 原田直之社中 

               バックベイサウンドオーケストラ <GUEST> ぽてと娘 

お問合せ 原田直之音楽事務所 03-3921-5155 

12月 28日(月) 

LOTUS POSITION with 山下洋輔 

場所 南青山マンダラ 東京都港区南青山３-２-２MRビル 

時刻 開場 19:30 LIVE 20:15-22:00 

料金 4,200円（1 ドリンク付） 

メンバー LOTUS POSITION 堀越彰（Drums & Per）・小濱明人（尺八） 

             ゲスト 山下洋輔 （Piano） 

お問合せ 南青山マンダラ 03-5474-0411(受付時間：16～22時) 

 

 

 

 


