
91 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
2
01

6 
 

 
 

  
  

  
  

 

1 月 5 日(火) 

TAKiO プロデュース新春和音祭 

場所 渋谷 TAKE OFF7 (渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1)  

時刻 開場 17:30 開演 18:00 

料金 前売￥3,000 当日￥3,500（いずれも＋1 ドリンクオーダー） 

出演 寿 BAND(18:00-) 和太鼓梵天(19:00-) れんま(20:00-) 

 My Country 忘れがたき旋律と記憶(20:50-)(堀越出演) 

 TAKIO セッション(21:30-) 

ご予約/お問合せ  TAKiO プロモーション http://takiopro.com/takio_pro.html 

  TEL:044-844-2338   FAX:044-844-5685   E-mail: info@takiopro.com 

1 月 16 日(土) 

TAKiO コンサート in 溝口 

場所 川崎市 高津市民館（川崎市高津区溝口 1-4-1 ノクティ 2 11 階） 

 JR 武蔵溝ノ口駅北口または東急溝の口駅東口から徒歩 2 分  

時刻 昼の部 14:00～15:30／夜の部 18:00～19:30 

料金 全席指定 前売：4,000 円／当日 4,500 円   チケットぴあ P コード：283-307 

メンバー 伊藤多喜雄＆TAKiO BAND 

 小濱明人（尺八）・小山豊（津軽三味線）・磯部舞子（Vn） 

 江草啓太（P）竹田弘樹（B）・堀越彰（Ds.）・めぐ留（Cho.・踊）・加藤大果（踊） 

 ゲスト＝坂田明（sax） 

ご予約/お問合せ TAKiO プロモーション http://takiopro.com/takio_pro.html 

TEL:044-844-2338   FAX:044-844-5685   E-mail: info@takiopro.com 

1 月 22 日(金) 

はまとら祭 2016～越境する横浜芸能博覧会～ 
場所 横浜にぎわい座 のげシャーレ（小ホール）横浜市中区野毛町 3 丁目 110 番 1 号 

 JR 線・市営地下鉄線「桜木町」駅下車、徒歩３分  

時刻 17:00～21：30 

料金 4,000 円／当日 4,500 円 

プログラム 17：00～ 邦楽器ワークショップ 

 18：00～ 創作能「百済観音」  

 19:00～ 日仏コラボ音楽劇「吾輩は猫であるかもしれない」 

  出演：フィリップ・エマール、堀越彰、小沼早苗、今井尋也 他  

 20:00～ シルクロード能楽会「道成寺」  

 21：00～ シークレットライブ 大輪塾「言葉と音によるサーカス朗読劇」 

 プログラム詳細は http://www.choja.info/hamatora.html をご参照ください。 

ご予約/お問合せ ライフアートユニオン（今井） 080-6705-1359 mail：lifeart@choja.info 

  HP: http://www.choja.info 

1 月 30 日(土) 

谷和彦＆My Country 
場所 ラウン 東京都世田谷区北沢 2-34-8 北沢 KM ビル３階 

 京王井の頭線/小田急小田原線 下北沢駅北口/南口から徒歩 3 分  

時刻 open12:00 start12:30 

料金 2,500 円＋１ドリンクオーダー 

メンバー 谷和彦（vo.）渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

ご予約/お問合せ ラウン TEL:03-6407-1919  東京都世田谷区北沢 2-34-8 北沢 KM ビル３階 

http://lown.jp/ 

1 月 31 日(日) 

My Country 忘れがたき旋律と記憶 LIVE 
場所 KAMOME 横浜市中区住吉町 6-76 

 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩 3 分/6 

 東急東横線直通 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩 5 分/6 

 JR 関内駅 徒歩 5 分  

時刻 open 12:30 / start 13:30 

料金 3,000 円＋１ドリンクオーダー 

メンバー 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.）ゲスト:谷和彦(vo) 

ご予約/お問合せ kamome TEL:045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

  横浜市中区住吉町 6-76 

  http://www.yokohama-kamome.com/ 
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2 月 13 日(土) 

Artists Music Valentine  
シルク・ドゥ・ソレイユ等で活躍するクラウン・パフォーマー「フィリップ・エマール」率いる、 パフォーマーと演奏

家による、愛の溢れるパフォーマンスをお届けします。幸せな雰囲気に包まれること間違いなし! 

場所 池袋西口公園(雨天時: 東京芸術劇場アトリウム)  

時刻 13:00～ / 15:00～ 

料金 無料 

出演 Philippe Aymard フィリップ・エマール(Vo&パントマイム) Tommy(ヨーヨーエンターテイナー) 

 堀越 彰(Per) Huw Lloyd ヒュー・ロイド(クラリネット) 

お問合せ IKEBUKURO VALENTINE FANTASY 事務局 （平日 10:00～17:00） 

 http://www.geigeki.jp/performance/event136/ 

2 月 14 日(日) 

Artists Music Valentine  
シルク・ドゥ・ソレイユ等で活躍するクラウン・パフォーマー「フィリップ・エマール」率いる、 パフォーマーと演奏

家による、愛の溢れるパフォーマンスをお届けします。幸せな雰囲気に包まれること間違いなし! 

場所 12：00. 16:30 池袋西口公園(雨天時: 東京芸術劇場アトリウム) 

 15:00 ルミネ池袋 1 階 西口公園側入口（※雨天時はルミネ池袋 地下 1Ｆ正面入口前） 

時刻 12：00～ / 16:30～ 池袋西口公園 

 15:00～ ルミネ池袋 1 階 西口公園側入口  

料金 無料 

出演 Philippe Aymard フィリップ・エマール(Vo&パントマイム) Tommy(ヨーヨーエンターテイナー) 

 堀越 彰(Per) Huw Lloyd ヒュー・ロイド(クラリネット) 

お問合せ IKEBUKURO VALENTINE FANTASY 事務局（平日 10:00～17:00） 

 http://www.geigeki.jp/performance/event136/ 

2 月 17 日(水) 

鈴木直樹 阿部篤志 & 堀越 彰 New Project 
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 / 1st.19:30 / 2nd.21:00(入れ替え無し) 

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

出演 鈴木直樹(Cl&Sax) 阿部篤志(Pf) 堀越 彰(Dr&Per) 青木 研(Banjo) 

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

2 月 21 日(日)) 

Satoko Fujii Orchestra Tokyo / 藤井郷子オーケストラ Tokyo 

場所 新宿 Pit Inn (新宿区新宿 2-12-4 アコード新宿 B1)  

時刻 開場 14:00 開演 14:30 

料金 3,500 円+TAX(1 ドリンク付) 

出演 早坂紗知 (alto sax) 泉邦宏 (尺八、alto sax) 

 松本健一(尺八、tenor sax) 

 木村昌哉 (tenor sax) 吉田隆一 (bariton sax)  

 田村夏樹、福本佳仁、渡辺隆雄、城谷雄策 (trumpet) 

 はぐれ雲永松、高橋保行、古池寿浩 (trombone) 

 藤井郷子 (piano) 永田利樹 (bass) 堀越彰 (drums) 

 ゲスト：レイモンド・マクドナルド Raymond MacDonald (alto sax) 

 アリスター・スペンス Alister Spence (Composer) 

お問合せ 新宿 Pit Inn http://www.pit-inn.com/index_j.php 

 TEL:03-3354-2024   E-mail: shinjuku@pit-inn.com  

 (昼の部公演は予約不要） 

2 月 29 日(月)～ 
3 月 6 日(日) 

デヴィッド・ルヴォー演出 ETERNAL CHIKAMATSU  -近松門左衛門「心中天網島」より- 

場所 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ  

 大阪市北区茶屋町 19-1 

時刻 2/29(月)/18:30, 3/1(月)18:30, 3/2(水)13:30,18:30 

 3/3(木)18:30,3/4(金)13:30,3/5(土)13:30,18:30, 3/6(日)12:00 

料金 全席 11,500 円 （全席指定・税込） 

出演 深津絵里 中村七之助 

 伊藤歩 中島歩 入野自由 矢崎広 澤村國久 山岡弘征 

 朝山知彦 宮菜穂子 森川由樹 中嶋しゅう  音尾琢真 他 

チケット 梅田芸術劇場のチケットページ をご参照ください。 

お問合せ 梅田芸術劇場 0570-077-039 
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3 月 10 日(木)～ 
3 月 27 日(日) 

デヴィッド・ルヴォー演出 ETERNAL CHIKAMATSU  -近松門左衛門「心中天網島」より- 
場所 Bunkamura シアターコクーン  

時刻 ★印が堀越彰出演、それ以外は中村優規(Drums)が出演します。 

 3/10(木)/18:30, 3/11(金)18:30, 3/12(土)★13:30,★18:30 

 3/13(日)★13:30,3/15(火)13:30,3/16(水)13:30,18:30 

 3/17(木)13:30, 3/18(金)18:30, 3/19(土)13:30,18:30 

 3/20(日)★13:30,★18:30, 3/22(火)★13:30, 3/23(水)★13:30,★18:30 

 3/24(木)★13:30, 3/25(金)★13:30, 3/26(土)13:30,18:30, 3/27(日)★12:00 

料金 全席 11,500 円 A 席 9,000 円(全席指定・税込)（全席指定・税込） 

 コクーンシート 6,000 円 

出演 深津絵里 中村七之助 

 伊藤歩 中島歩 入野自由 矢崎広 澤村國久 山岡弘征 

 朝山知彦 宮菜穂子 森川由樹 中嶋しゅう  音尾琢真 他 

企画制作 梅田芸術劇場 

主催 フジテレビジョン、アミューズ、ぴあ、梅田芸術劇場 

チケット Bunkamura のページの「オンラインチケット」をクリックしてください。 

3 月 11 日(金) 

神津善行の音楽教室「府中の森 音楽・文化教室」  

神津善行の幅広い人脈から、音楽・芸能のジャンルより多くのゲストの方々が国内外を問わず

登場します。「なるほど！」「へぇ！！」「うそ～？！」「うんうん」「そうだったのか…」などと気がつ

くたびに顔がほころんでしまう、通常の音楽会では聞けないお話や音楽を知ることができる楽し

い講座です。素敵な午後のひとときをご一緒に過ごしませんか？ 

場所 府中の森芸術劇場 ウィーンホール(府中市浅間町 1-2)  

時刻 開場 13:30 開演 14:00 (終了予定 16:00) 

料金 受講はすでに締め切られています 

メンバー イグナット・パスヒン(バヤン) 堀越 彰(Drums&Per)  

お問い合わせ 府中の森芸術劇場 事業係 042-335-6210 

3 月 14 日(月) 

神津善行の音楽教室「音楽・文化講座」  

毎年大好評の「神津善行の音楽・文化講座」Ｈ27 年度の最終回となります！ 

バヤン天才奏者(ボタン式鍵盤の大型アコーディオン) イグナット・パスヒン氏を招いてお送りしま

す。 

場所 御殿場市民会館 小ホール(静岡県御殿場市萩原 183-1) 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 (終了予定 16:00) 

料金 各回単発  2,500 円(税込) 

メンバー イグナット・パスヒン(バヤン) 堀越 彰(Drums&Per)  

お問い合わせ 御殿場市民会館 0550-83-8000 

御殿場市民会館のお知らせページ 

3 月 15 日(火) 

神津善行の音楽教室「音楽・文化教室」 

場所 佐久市コスモホール大ホール(長野県佐久市下小田切 124 番地 1)  

時刻 開場 13:30 開演 14:00 (終了予定 16:00) 

料金 受講はすでに締め切られています 

メンバー イグナット・パスヒン(バヤン) 堀越 彰(Drums&Per)  

お問い合わせ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

3 月 16 日(水) 

神津善行の音楽教室「音楽・文化教室」 

場所 羽村市生涯学習センター ゆとろぎ大ホール(東京都羽村市緑ヶ丘１－１１－５)  

時刻 開場 13:30 開演 14:00 (終了予定 16:00) 

料金 受講はすでに締め切られています 

メンバー イグナット・パスヒン(バヤン) 堀越 彰(Drums&Per)  

お問い合わせ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 
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3 月 17 日(木) 

神津善行の音楽教室「音楽・文化教室」  
作曲家の神津善行氏を講師に，音楽界の第一線で活躍するゲストをお迎えして行うユニークな音楽講座，全

6 回です。毎回，前半は神津善行氏によるトーク，後半は演奏という 2 部構成でお送りします。 楽器，楽曲，

奏者等の特徴や背景を知ったうえで聴く演奏は，普段の音楽公演よりもちょっと奥の深い味わいをお楽しみ

いただけます！ 平成 27 年度 第 6 回音楽教室は、バヤン天才奏者(ボタン式鍵盤の大型アコーディオン) イ

グナット・パスヒン氏を招いてお送りします。 

場所 ノバホール (茨城県つくば市吾妻 1－10－1) 

時刻 開場 13:00 開演 13:30 (終了予定 15:30) 

料金 受講料：6 回通し 14,000 円(税込) (3 月 17 日が最終回となります） 

メンバー イグナット・パスヒン(バヤン) 堀越 彰(Drums&Per)  

お問い合わせ (公財)つくば文化振興財団 029-856-7007(9 時~17 時 月曜定休) 

3 月 18 日(金) 

DAISUKE & The BIG BROTHERS BAND 

場所 CANA(カーニャ) (千葉県長生郡一宮町東浪見 7520-1) 

時刻 Open18:00 / Start19:00 

料金 前売 2,000 円, 当日 2,500 円 （＋ドリンクオーダー） 

メンバー 井川大輔(G) 吉田 健(B) 堀越 彰(Dr) 

お問い合わせ CANA 0475-40-0818 http://cana.nu/ 

3 月 19 日(土) 

神津善行 六華・仙人コンサート 

場所 紀尾井ホール(千代田区紀尾井町 6 番 5 号 03-5276-4500)  

時刻 開場 15:30 開演 16:00 

料金 全席指定 A 席 6,000 円 B 席 5,000 円 

メンバー 神津善行 

 六華・仙人 

    イグナット・パスヒン（バヤン），サーシャ・ボルダチョフ（ハープ） 

    鈴木直樹（Cl.），堀越彰(Dr.)，青木研(Bjo.) 

ゲスト： 中村メイコ，神津はづき，大出俊，大場泰正, 

    黒沼ユリ子(Vn.)，伊藤君子(Vo.) 他 

お問い合わせ 三栄企画株式会社 03-3305-3811 

3 月 26 日(土) 

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) 

お問い合わせ 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

4 月 10 日(日) 

My Country 忘れがたき旋律と記憶 LIVE 
場所 KAMOME 横浜市中区住吉町 6-76 

 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩 3 分/6 

 東急東横線直通 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩 5 分/6 

 JR 関内駅 徒歩 5 分  

時刻 open 12:30 / start 13:30 

料金 3,000 円＋１ドリンクオーダー 

メンバー 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

ご予約/お問合せ kamome TEL:045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

 横浜市中区住吉町 6-76 

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

4 月 11 日(月) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION four seasons at Hakuju 春 
代々木公園近くにある白寿本社の開放的な空間で過ごすひととき 

日本の四季を感じながらカジュアルにお贈りする 60 分のトーク&ライブ 

OBSESSION " four seasons " まずは 春の宴 です 

OBSESSION は クラシックピアノとドラムという今までにない組み合わせでありながら 

クラシックの楽曲を繊細かつダイナミックに蘇らせるまったく新しい最小にして最大のオーケストラである 

場所 白寿本社ビル 1 階ロビー 渋谷区富ヶ谷 1-37-5 

 千代田線代々木公園駅出口 1 より徒歩 5 分 

 小田急線代々木八幡駅南口より徒歩 5 分 

 （白寿本社ビル７階の白寿ホールではなく１階ロビーでのコンサートです） 

時刻 開場 19:00 / 開演 19:30 (1 時間休憩なし) 

料金 2,500 円 

メンバー 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約/お問合せ Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

  三舩優子 HP http://www.yukomifune.com/toppage.html 

  堀越 彰 HP http://www1.ttcn.ne.jp/play-ground/ 
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4 月 12 日(火) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION-  
場所 浜松グランドホテル 

時刻   

料金   

出演 OBSESSION 三舩優子(Pf)、堀越彰(Drums) 

備考 関係者のみ 

4 月 15 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION- ワークショップ 

場所 下諏訪南小学校(長野県諏訪郡下諏訪町南四王 5188 番地) 

時刻   

料金   

出演 OBSESSION 三舩優子(Pf)、堀越彰(Drums) 

備考 関係者のみ 

4 月 16 日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION- in SUWA 

場所 ハーモ美術館ティーセントホール(長野県諏訪郡下諏訪町 10616-540) 

 ＪＲ中央線下諏訪駅下車徒歩 18 分  

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 大人 2,500 円(当日 3,000 円） 高校生以下 1,500 円 

出演 OBSESSION 三舩優子(Pf)、堀越彰(Drums) 

お問合せ ハーモ美術館 0266-28-3636 

4 月 21 日(木) 

チェンミン 来日 25 周年＆アルバム発売 Anniversary Night 

場所 JZ Brat SOUND OF TOKYO http://www.jzbrat.com/ 

 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー東急ホテル 2 階  

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

料金 入替なし￥5,500 チェンミン FC 会員￥5,000 

出演 チェンミン(二胡) 村石篤重(g) 佐藤史朗(accor,p) 

 高良久美子(mar,vib,per) 堀越 彰(ds) 

お問合せ JZ Brat SOUND OF TOKYO TEL：03-5728-0168 （受付時間は平日 15：00～21：00） 

4 月 24 日(日) 

Tokyo Creative Kids Festival 2016  
それは、ファッション、音楽、ダンス、アートなど思い思いの感性をもった子供たちが自分で考え、自分を表現

する、 子供たちによるフェスティバル。初開催となる今回、メインステージとなるのは、子供たちが参加するフ

ァッションショーを 軸としたステージパフォーマンス。世界から注目を集める日本のファッションと音楽、映像

が融合した子供たちとの 共創エンタテインメントとして、東京から世界に向けて発信します。 

場所 舞浜アンフィシアター（東京ディズニーリゾート内)   

時刻 開演 15:00 終演 18:30 

料金 SS 席 ¥5,400 S 席 ¥4,320（税込) 

イベント内容 World Journey!」をテーマにヨーロッパ、アメリカ、アジアなど世界の国々を 

 旅する映像と音楽に合わせて、子供たちが思い思いのファッションでステ 

 ージをウォーキングするエンタテインメント・ファッションショー 

 キッズダンスチームによるダンスパフォーマンス・ステージ 

 日本を代表するアーティストによるライブパフォーマンス・ステージ 

 来場者参加によるアートワークショップ 他 

主催 Creative Kids Project 公式サイト 

制作 博報堂 ハピリィホールディングス TSO イノベント 

後援 朝日新聞 朝日小学生新聞 

チケット ちけっとぴあ 

 

4 月 30 日(土) 

川崎・しんゆり芸術祭 2016 

伊藤多喜雄コンサート～民謡とジャズの出逢い～ 

場所 川崎市 宮前市民会館 (川崎市宮前区宮前平 2 丁目 20 番地 4)(宮前区役所隣) 

時刻 開演 14:00 (開場 13:30) 

料金 大人 3,500 円(全席指定) 

出演 伊藤多喜雄 & TAKiO BAND 

   小山 豊(津軽三味線),小濱明人(尺八),江草 啓太(Pf),竹田 弘樹(B) 

   磯部 舞子(Vn),堀越彰(Dr),めぐ留(コーラス),加藤大果(踊り) 

 ゲスト：坂田 明(Sax),村上ポンタ秀一(Dr),仙波清彦(Dr&Per) 

お問合せ 川崎・しんゆり芸術祭 2016 実行委員会事務局 Tel：044-952-5024 

 川崎・しんゆり芸術祭 2016 公式サイト 
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5 月 3 日(火/祝) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION-   

 「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」丸の内エリアコンサート 

場所 マルキューブ(丸ビル１階) 

時刻 20:00～20:30 

料金 無料 

出演 OBSESSION 三舩優子(Pf)、堀越彰(Drums) 

5 月 6 日(金) 

鈴木直樹 阿部篤志 & 堀越 彰 New Project  

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 1st.19:30／2nd.21:00 (入れ替え無し) 

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

出演 鈴木直樹(Cl&Sax) 阿部篤志(Pf) 堀越 彰(Dr&Per) 青木 研(Banjo) 

ご予約 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 http://bflat.biz/ 

5 月 14 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート 2016 

～小椋佳が紡ぎ TAKiO が唄う 日本の言葉・日本の音楽～ 

場所 中野サンプラザ  

時刻 開演：14:00（13:30 開場） 

料金 全席指定 S￥5,500 A￥5,000 

出演 伊藤多喜雄＆TAKiO BAND 

    小濱明人(尺八),二代目藤田淳一・小山豊(以上津軽三味線),磯部舞子(Vn) 

    栗林すみれ(P),竹田弘樹(B),堀越彰(Ds.) 

 スペシャルゲスト＝小椋佳(Vo.),仙波清彦(Ds.Per.) 

 舞踊団「若竹」（踊） 

お問い合わせ MIN-ON インフォメーションセンター  03-3226-9999 

5 月 17 日(火) 

伊藤多喜雄コンサート 2016 

～小椋佳が紡ぎ TAKiO が唄う 日本の言葉・日本の音楽～ 

場所 神奈川県民ホール  

時刻 開演：14:00（13:30 開場） 

料金 全席指定 S￥5,500 A￥5,000 

出演 伊藤多喜雄＆TAKiO BAND 

    小濱明人(尺八),二代目藤田淳一・小山豊(以上津軽三味線),磯部舞子(Vn) 

    栗林すみれ(P),竹田弘樹(B),堀越彰(Ds.) 

 スペシャルゲスト＝小椋佳(Vo.),仙波清彦(Ds.Per.) 

 舞踊団「若竹」（踊） 

お問い合わせ MIN-ON インフォメーションセンター  03-3226-9999 

5 月 20 日(金) 

めぐ留カルテット 西へ東へ  feat.堀越彰 (広島)  

場所 広島 Comin 広島市中区薬研堀 1-7 Rolling 薬研堀ビル 2F  

時刻 Open 20:00 / Start 20:30 

料金 3,500 円(ドリンクオーダー別途要) 

出演 めぐ留(Vo.) 堀越彰(Drums) なかにし隆(Piano) 中西力(Bass) 

お問い合わせ 広島 Comin(カミン)  

  TEL/FAX 082-246-3167  yusu0516@eagle.ocn.ne.jp 

チケット予約は Takio プロモーション 044-844-3448 infomeguruchang@gmail.com 

5 月 21 日(土) 

堀越 彰 ドラムクリニック 

場所 広島県福山市 

時刻 未定 

料金 未定 

出演 堀越彰(Dr&Per) 

ご予約 Takio プロモーション 044-844-3448 infomeguruchang@gmail.com 

5 月 21 日(土) 

めぐ留カルテット 西へ東へ  feat.堀越彰 (福山) 

場所 福山 Smoke&Jazz Loft 広島県福山市延広町 3-7 アクセビル 2Ｆ 

時刻 Open 20:00 / Start 20:30 

料金 3,000 円(１ドリンク付) 

出演 めぐ留(Vo.) 堀越彰(Drums) なかにし隆(Piano) 牧岡勇気(Bass) 

お問い合わせ 福山 Smoke&Jazz Loft TEL 084-931-7257 

チケット予約は Takio プロモーション 044-844-3448 infomeguruchang@gmail.com 
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5 月 22 日(日) 

めぐ留カルテット 西へ東へ  feat.堀越彰 (大阪豊中) 

場所 大阪豊中市 我巣灯  

大阪府豊中市本町 4-2-57  

時刻 Open 18:30 / Start 19:00 

料金 3,500 円(ドリンクオーダー別途要) 

出演 めぐ留(Vo.) 堀越彰(Drums) なかにし隆(Piano) 中島教秀(Bass) 

お問い合わせ 我巣灯(ガスト) TEL 06-6848-3608 

チケット予約は Takio プロモーション 044-844-3448 infomeguruchang@gmail.com 

5 月 23 日(月) 

渋谷和音祭 ～皐月の陣～  

場所 渋谷 TAKE OFF7 (渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1)  

時刻 開場 17:30／開演 18:00 

料金 前売￥3,000 当日￥3,500（いずれも＋1 ドリンクオーダー） 

出演 破天航路  童(わらべ) 

 My Country 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

 スペシャルゲスト：伊藤多喜雄 

ご予約 TAKE OFF7 tel.03-3770-7755 

 Takio プロモーション 044-844-2338 info@takiopro.com 

5 月 24 日(火) 

渋谷和音祭 熊本復興支援ライブ  

場所 渋谷 TAKE OFF7 (渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1)  

時刻 開場 17:30／開演 18:00 

料金 前売￥3,000 当日￥3,500（いずれも＋1 ドリンクオーダー） 

出演 伊藤多喜雄 小室等(Vocal,Guitar) 新井康弘（Vocal） 

 小濱明人(尺八) 山本直樹(Guitar)  

 My Country 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

 小山会青年部（津軽三味線） MiTAMA Voice Harmony 

ご予約 TAKE OFF7 tel.03-3770-7755 

 Takio プロモーション 044-844-2338 info@takiopro.com 

5 月 28 日(土) 

中日交流懇親活動 LOTUS POSITION at 上海(Shanghai)  

場所 T for Thai（上海） 

 ADDRESS: 2/F, 1502 Huaihai Zhong Lu, near Wulumuqi Lu 

 淮海中路 1502 号 2 楼, 近乌鲁木齐路 

時刻 14:00 - 16:00 

料金  

出演 張名、巫慧敏 amin  

 LOTUS POSITION 堀越彰(Drums & Per) 小濱明人(尺八) 

5 月 29 日(日) 

堀越 彰 INSTINCT  

 感性のドラム&パーカッショニスト 堀越 彰 率いる " INSTINCT "  

 シルクドソレイユ出身のクラウンパフォーマー フィリップ・エマール 

 ロックスピリットギターの白𡈽庸介 フレンチピアニストのフレデリック・ヴィエノ 

 4 人で創るサウンドは詩的でドラマチック 愛と魅惑のロックショーをお届けします 

場所 南青山 MANDALA (港区南青山 3-2-2 MR ビル)  

時刻 Open 17:00／Start 18:00 

料金 4,000 円(1 ドリンク付) 学生 2,700 円(1 ドリンク付) 

出演 堀越 彰(Drs,Per) フレデリック ヴィエノ(Pf,Key) 白土庸介(G) 

 フィリップ エマール(Vo,Performance) 

 佐藤智輝(Drs) 

ご予約 南青山 MANDALA 03-5474-0411 MANDARA 予約フォーム 

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 
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6 月 4 日(土) 

Shinshiro JAZZ 前夜祭 鈴木 直樹クインテット  
場所 新城観光ホテル東館 愛知県新城市笠岩 11-1 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 8,000 円(食事付き) 

出演 鈴木直樹(Cl&Sax) 青木 研(Banjo) 牧原 正洋(Trumpet) 

 阿部 篤志(Pf) 堀越 彰(Dr&Per) 

ご予約 Shinshiro JAZZ のサイト http://shinshiro-jazz.com よりお申込み下さい。 

 Shinshiro Jazz 実行委員会事務局 TEL 090-3256-2946  

 Email: info@shinshiro-jazz.com 

 新城文化会館・ピアゴ新城店でも取り扱っています。 

6 月 5 日(日) 

第 2 回 Shinshiro JAZZ 鈴木 直樹クインテット  

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  

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 一般 前売り 4,000 円 当日 4,500 円 / 高校生以下 前売り 1,500 円 当日 2,000 円 

出演 鈴木直樹(Cl&Sax) 青木 研(Banjo) 牧原 正洋(Trumpet) 

 阿部 篤志(Pf) 堀越 彰(Dr&Per) 

 【Guest】 山下洋輔(Pf) 

ご予約 Shinshiro JAZZ のサイト http://shinshiro-jazz.com よりお申込み下さい。 

 Shinshiro Jazz 実行委員会事務局 TEL 090-3256-2946  

 Email: info@shinshiro-jazz.com 

 新城文化会館・ピアゴ新城店でも取り扱っています。 

6 月 10 日(金) 

チェンミン ニューアルバム発売記念 Live   

 My Place ～我尋～ 大阪 

 3 年ぶりとなる待望のアルバム誕生。中国古典曲、日本の抒情歌、名曲の数々を堪

 能できる至極のライブ！ 

場所 ビルボードライブ大阪 (大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス PLAZA ENT B2) 

時刻 1st. Open:17:30pm / Start 18:30pm 2nd. Open:20:30pm / Start 21:30pm <入替制> 

料金 自由席 ￥6,900 円(税込）/ Casual 1Drink 付 ￥5,900 円(税込） 

出演 チェンミン(二胡) 村石篤重(g) 堀沢真己(Cello) 堀越 彰(Per) 

 Special guest：伍芳 ウー・ファン (古箏） 

ご予約 ClubBBL 会員チケット受付中/ 一般ご予約開始日：4 月 20 日(水) 

 ビルボードライブ大阪の こちらページ よりご予約ください。 

お問い合わせ ビルボードライブ大阪 06-6342-7722 

6 月 12 日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION-   

OBSESSION は クラシックピアノとドラムという今までにない組み合わせでありながら 

クラシックの楽曲を繊細 かつダイナミックに蘇らせる、まったく新しい最小にして最大のオーケス

トラである 

  シベリウス : フィンランディア 

  ラフマニノフ : 鐘 

  ボロディン : ダッタン人の踊り 

  ピアソラ : 天使のミロンガ~天使の死 

  ガーシュウィン : ラプソディー・イン・ブルー 他 

場所 MUSICASA(ムジカーザ) 東京都渋谷区西原 3-33-1 

小田急線・東京メトロ千代田線代々木上原駅東口より徒歩２分 

時刻 開場 18：30 開演 19:00 

料金 5,000 円 

出演 OBSESSION 三舩優子(Pf)、堀越彰(Drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

 Office Play-Ground 080-5420-6415(MUSICASA ではご予約を承っておりません。) 

6 月 14 日(火) 

旧橋 壮 クインテット   

場所 赤坂ビーフラット 

時刻 開場 18:30、開演 19:30 

料金 3,000 円 

出演 旧橋壮(ts,ss,fl）富樫春生(p)日野了介(b)堀越彰(ds) 

ご予約 赤坂ビーフラット tel. 03-5563-2563 (14:00-23:00)  
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6 月 18 日(土) 

チェンミン ニューアルバム発売記念 Live  My Place ～我尋～ 名古屋 
3 年ぶりとなる待望のアルバム誕生。中国古典曲、日本の抒情歌、名曲の数々を堪能できる至極のライブ！ 

場所 ブルーノート名古屋  (名古屋市中区錦 3-22-20 ダイテックサカエビル B2) 

時刻 1st. Open 16:00pm / Start 17:00pm 

2nd. Open:19:00pm / Start 20:00pm <入替制> 

料金 ミュージックチャージ ￥6,900 メンバーズ会員優待価格 ￥6,600 

出演 チェンミン(二胡) 村石篤重(g) 堀沢真己(Cello) 堀越 彰(Per) 

ご予約 一般予約受付開始  5 月 13 日 11：00～ 

メンバーズ受付開始 5 月 6 日 11：00～ 

6 月 24 日(金) 

チェンミン ニューアルバム発売記念 Live  My Place ～我尋～ 名古屋 
3 年ぶりとなる待望のアルバム誕生。中国古典曲、日本の抒情歌、名曲の数々を堪能できる至極のライブ！ 

場所 銀座 Swing (東京都中央区銀座) 

時刻 Open:18:00pm / 1st.19:00-20:20 / 2nd.21:00-22:20 

料金 ミュージックチャージ ￥4,320 +１Drink&1Food のオーダー 

出演 チェンミン(二胡) 村石篤重(g) 堀沢真己(Cello) 佐藤史朗（Pf.Acc.） 堀越 彰(Per) 

ご予約 銀座 Swing 03-3563-3757 

6 月 25 日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION-   
"OBSESSION" というユニットはその名の通り「取り憑かれる」魅力に溢れています。 

クラシックピアニスト三舩優子はニューヨークに育ち、桐朋学園大学、ジュリアード音楽院卒業後、国際的に

活躍する日本が誇るソリストです。 

一方、ジャズピアノの奇才 山下洋輔に見出され、30 カ国以上の海外公演を経験、独自の演奏方法でさまざ

まなジャンルを凌駕する、感性のドラム&パーカッショニスト 堀越 彰。 

彼らのテクニックと多彩な表現力、美しいサウンドとその品格は、デュオとは思えないダイナミズムを生み出し

ます。 

バッハ、ラヴェル、ラフマニノフ、バルトーク、ピアソラ、ガーシュイン・・・ 

クラシックの偉大なる作曲家たちの名曲に対峙する、ふたりのアーティストの新たな挑戦をお楽しみください。 

場所 摂津響 Saal (大阪府高槻市原 104-95) 

 JR 高槻駅北口バス乗場①より乗車 15 分「上の口」停留所下車徒歩 2 分 

時刻 開場 16:30 / 開演 17:00 

料金 4,000 円(学生 2,000 円) 

出演 OBSESSION 三舩優子(Pf)、堀越彰(Drums) 

ご予約 摂津響 Saal 080-3031-4311 mion09092014@yahoo.co.jp 

 http://www.at-ml.jp/70843/ 

 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

6 月 29 日(水) 

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 開場 18:30、開演 19:30 

料金 Charge 1,500 円 + ドリンク 

出演 旧橋壮(ts,ss,fl）富樫春生(p)日野了介(b)堀越彰(ds) 

 The KAVE 

ご予約 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 
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7 月 8 日(金) 

鈴木直樹 Neo Project  
場所 銀座 Swing 

時刻 開場 18:00 1st.19:00-20:20 / 2nd.21:00-22:20 

料金 ミュージックチャージ 会員(M) 2,160 円 会員同伴(V) 2,700 円 フリー(F) 3,780 円  

 +１Drink&1Food のオーダー 

出演 cl.sax. 鈴木直樹 vib. 宅間善之 p. 阿部篤志 b. 岸 徹至 dr. 堀越 彰 vo. 寝占友梨絵 

ご予約 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 

7 月 10 日(日) 

2016 MIYA DANCE COLLECTION 
宮ダンスコレクションは「プレミアムステージ」をテーマとした様々なジャンルのダンス発表会。豪華なシャンデ

リアのもと、プロの照明演出により気分はスターに！ 

全席指定でフルコースディナーつき。お食事後は国内外のトップアーティストによるショーを間近でご覧頂け

る上質で非日常的なイベントです。 

場所 ホテル東日本宇都宮「大和の間」 

時刻 15:30-20:00 ("Blue Moon"は 19:00-19:50) 

料金 25,000 円(フルコースディナー付) 

出演 フィリップ・エイマール "Blue Moon" 

 元シルク・ドゥ・ソレイユのフィリップ・エイマール氏が宮ダンスコレクションのためにプロデュース

 する舞台「Blue Moon」。各界で著名な総勢６名による一夜限りのスペシャルショーをお楽しみく

 ださい。 

 メンバー 

    フィリップ・エイマール(Philippe Aymard)(Angel, Vocal),  

    MiHO(Vocal),谷 源昌(Tani Motoaki)(Bass), 

    フレデリック・ヴィエノ(Frédéric Viennot)(Piano), 

    堀越 彰(Drum),Tommy(Yo-Yo character) 

ご予約 宮ダンスコレクション実行委員会 miyadancecollection@gmail.com  

 Tel : 028-678-8503  Fax : 028-678-8507 

 https://www.facebook.com/miyadancecollection/ 

7 月 15 日(金) 

羽田空港 SORA-Note Jazz Live  
場所 羽田空港第２ターミナルビル 5F「フライトデッキトーキョー」 

時刻 17:00～17:40 1st set、18:00～18:40 2nd set 

料金 無料 

出演 N-Flight (Gt 渡辺具義, Pf 平下政志, Bs 原田博之, Dr 堀越彰) 

7 月 16 日(土) 

CD『LOTUS POSITION with 山下洋輔』 発売記念 LIVE 
場所 MANDALA（東京都港区南青山 3-2-2 MR ビル） 

時刻 開場 13:00 開演 14:00 

料金 前売り：4,200 円（1 ドリンク付）/ 当日：4,700 円（1 ドリンク付） 

出演 LOTUS POSITION＝堀越彰(Drums & Per)・小濱明人(尺八)  

 ゲスト＝山下洋輔(Piano) 

ご予約 MANDALA WEB 予約ページ： 

 https://ssl.form-mailer.jp/fms/c5c7dcdf299538 

 予約可能公演欄で「7 月 16 日 LOTUS POSITION with 山下洋輔」を選択してください。 

 MANDALA TEL:03-5474-0411 (16:00-22:00) 

7 月 18 日(月/祝)) 

チェン ミン『My Place～我尋～』発売記念ミニライブ&サイン会  
場所 ラスカ平塚 5F レストラン街(JR 平塚駅直結ショッピングビル) 

時刻 ①14：00～ ②16：00～  

料金 無料 

出演 チェンミン(二胡) 村石篤重(G) 堀越 彰(Dr&Per) 

お問い合わせ チェンミン音楽園 info@chenmin.jp 03-6804-5155 

ご連絡 会場にて CD をご購入の方は、ミニライブ終了後のサイン会にご参加いただけます。 

7 月 22 日(金) 

ささえ愛ハートフルコンサート POPULAR & JAZZ CONCERT  
場所 新潟市音楽文化会館(新潟市中央区一番堀通町 3-2) 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 3,000 円(当日券 3,500 円) 

出演 チェンミン(ニ胡) 村石篤重(G) 堀越 彰(Dr&Per) 

 花岡詠二 スイングオールスターズ 

ご予約 ささえあい生協新潟 

 TEL 025-378-6181 FAX 025-230-6680 
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7 月 23 日(土) 

チェンミン ニューアルバム『My Place～我尋～』記念 LIVE 
場所 大和川酒蔵北方風土館 昭和蔵 (福島県喜多方市字寺町 4761） 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 3,500 円(税込） 

出演 チェンミン(ニ胡) 村石篤重(G) 堀越 彰(Dr&Per) 

 チケット取扱 喜多方プラザ文化センター 0241-24-4611 

 大和川酒蔵北方風土館 0241-22-2233 

お問い合わせ  一重陶房 0241-27-7944 

7 月 28 日(木) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION - 
場所 Cotton Club Cafe(コットンクラブカフェ) 

 福岡市中央区春吉 3-15-18 (福岡市交通局七隈線天神南駅徒歩 8 分) 

時刻 開場 18：30 開演 19:30 

料金 4,000 円(1drink 付) 

 入場料の一部を熊本の震災復興のために寄付させていただきます 

出演 OBSESSION 三舩優子(Piano)、堀越彰(Drums&Percussion) 

ご予約 Cotton Club Cafe 092-715-8826 

 Chia・Ki 音楽室 090-3324-8098 violetjoyous@gmail.com 

主催 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

7 月 29 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 - OBSESSION – 

STREET ART-PLEX ～One for Kumamoto～  & くまもと音 楽復興 支援 100 人委 員会

『OBSESSION & FRIENDS』 
場所 熊本市中心市街地下通 リーガルシューズ前 (熊本市中央区下通り 1-6-1) 

時刻 18:00〜20:00 

料金 無料 

出演 第一部：熊本出身アーティストによる演奏 

 第二部：OBSESSION  三舩優子(Piano)、堀越彰(Drums&Percussion) 

お問い合わせ Street Art-plex Kumamoto 実行委員会事務局 

  syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp http://artplex.jp/ 

7 月 30 日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 -OBSESSION-  
場所 益城町立広安西小学校 (避難所) 

時刻 開演 13:00～13:30 

料金 無料 

出演 OBSESSION  三舩優子(Piano)、堀越彰(Drums&Percussion) 

お問い合わせ くまもと音楽復興支援 100 人委員会 http://kumamotoongakufuttukou100.com/ 
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8 月 2 日(火) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION four seasons at Hakuju 夏   

代々木公園近くにある白寿本社の開放的な空間で過ごすひととき 

日本の四季を感じながらカジュアルにお贈りする 60 分のトーク&ライブ 

OBSESSION " four seasons " つづいては 夏の宴 です 

       シチェドリン： Basso Ostinato 

       ファリャ：火祭りの踊り 

       ガーシュウィン：Songs～The Man I Love, Sommertime ほか 
場所 白寿本社ビル 1 階ロビー 渋谷区富ヶ谷 1-37-5 

 (白寿本社ビル７階の白寿ホールではなく１階ロビーでのコンサートです) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 (1 時間休憩なし) 

料金 2,500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

8 月 5 日(金) 

伊藤多喜雄&TAKiO BAND 
場所 就労継続支援事業所アリエッタ(札幌市西区) 

時刻 13:15 ～ 13:45 

料金 無料 

出演 伊藤多喜雄（Vo.）／TAKiO BAND＝小濱明人(尺八), 堀越 彰(Dr&Per)他 

お問い合わせ  TAKiO プロモーション TEL 044-844-2338 

8 月 6 日(土) 

伊藤多喜雄&TAKiO BAND ライブ～浜益みなと祭り～  
場所 北海道石狩市 浜益漁港内 南埠頭会場 

時刻 17：00～ (みなと祭りは 13:00 開始) 

料金 無料 

出演 伊藤多喜雄（Vo.）／TAKiO BAND＝小濱明人(尺八), 堀越 彰(Dr&Per)他 

お問い合わせ TAKiO プロモーション TEL 044-844-2338 

8 月 8 日(月) 

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 2-12-4 アコード新宿 B1） 

時刻 開場 19:00 開演 20:00 

料金 3,000 円 +税（1 ドリンク込） 

出演 早坂紗知、泉邦宏 (alto sax) 松本健一、木村昌哉 (tenor sax)  

 吉田隆一 (baritone sax) 田村夏樹、福本佳仁、渡辺隆雄、城谷雄策 (trumpet)  

 はぐれ雲永松、高橋保行、古池寿浩 (trombone) 

 藤井郷子 (piano) 永田利樹 (bass) 堀越彰 (drums) 

ご予約  新宿 Pit Inn 03-3354-2024 shinjuku@pit-inn.com 

8 月 21 日(日) 

taca-Wind of Legend  
場所 名古屋 スターアイズ 

 名古屋市千種区菊坂町 3‐4‐1 G ハウスビル 1F  

 最寄駅：地下鉄東山線覚王山駅 

時刻 Open 18:00 Start 19:30 

料金 Charge 3,500 円(予約) / 4,000 円(当日) 

出演 taca(アコーディオン） 鳥越啓介(Pf) 堀越彰 (drums) 

ご予約 名古屋 スターアイズ 052-763-2636 

 http://www.stareyes.co.jp 

8 月 22 日(月) 

taca-Wind of Legend  
場所 岡山 蔭凉寺 (岡山市北区中央町 10-28) 

 最寄駅：岡山電気軌道(路面電車)大雲寺前停留場 

時刻 Open 19:00 Start 19:30 

料金 Charge 3,000 円(前売) 3,500 円(当日) 

出演 taca(アコーディオン） 鳥越啓介(Pf) 堀越彰 (drums) 

ご予約 086-281-3325 シミズ 

8 月 23 日(火) 

taca-Wind of Legend  
所 LIVE SPOT RAG 

(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 開場 18:00 開演 19:30 

料金 前売一般 3,000 円 ※整理番号付、ドリンク・フード代別途要 

出演 taca(アコーディオン） 鳥越啓介(Pf) 堀越彰 (drums) 

チケット チケットぴあ 300-776 (2016/6/11(土) 10:00 より発売) 

ローソンチケット 55040 (2016/6/11(土) 10:00 より発売) 
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8 月 24 日(水) 

taca-Wind of Legend  
場所 横浜 KAMOME 

 横浜市中区住吉町 6-76 

 横浜市営地下鉄 関内駅 徒歩 3 分 

 東急東横線直通 みなとみらい線 馬車道駅 徒歩 5 分 

 JR 関内駅 徒歩 5 分 

時刻 open 19:00 start 20:00 

料金 3,500 円 

出演 taca(アコーディオン） 鳥越啓介(Pf) 堀越彰 (drums) 

ご予約 kamome TEL:045-662-5357 kamome@yokohama-kamome.com 

 お名前、人数、予約の日時、ミュージシャンの名前、連絡先メールアドレス、電話番号を明記 

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

8 月 28 日(日) 

こどもフェスティバル・サマーナイト 2016  
場所 つくだ公園(杉並区高井戸) 雨天決行 

 京王井の頭線高井戸駅より南に 360m 

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

料金 無料 どなたでもお越し戴けます 

出演 ドラムスクールの子供たち & 堀越 彰(drums) 

お問合わせ カノウプス 03-3247-0330 

8 月 30 日(火) 

伊藤多喜雄 渋谷和音祭 
場所 渋谷 TAKE OFF7 (渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1) 

時刻 開場 17:30／開演 18:00 

料金 前売￥3,000 当日￥3,500 ＋1 ドリンクオーダー 

出演 伊藤多喜雄 My Country 渡辺和栄(pf ) 米谷智(尺八) 堀越彰(Dr&Per) 他 

ご予約 TAKE OFF7 tel.03-3770-7755 

 Takio プロモーション 044-844-2338 info@takiopro.com 

9 月 1 日(木) 

鈴木直樹 Neo Project vol.2 
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 開場 18:00 1st.19:00-20:20 / 2nd.21:00-22:20 入替なし 

料金 会員(M) 2,160 円 会員同伴(V) 2,700 円 フリー(F) 3,780 円  

 別途１Drink&1Food のオーダー要 

出演 鈴木直樹(Cl&Sax) 阿部篤志(Pf) 佐瀬 正(Bass) 

 堀越 彰(Dr&Per) 寝占友梨絵(Vo) 

ご予約 銀座 Swing 03-3563-3757 

 平日：11 時～23 時まで、土曜日:15 時～23 時まで 

9 月 10 日(土) 

日本の響・・・草加の陣 Japan’s “Hibiki”    
和楽器に新風を巻き起こし、新たな分野を開拓してきたパイオニア達が一堂に会するこの公演。 

総勢６組のそうそうたる面々があいまみえ、まさに草加の陣！ 

司会も加わり、より深い邦楽の世界にご案内します。 

これまでにない”邦楽フェス” 一夜限りのスペシャル・ステージをお見逃しなく！ 

場所 草加市文化会館ホール (埼玉県草加市松江 1-1-5) 

時刻 開場 13:15 開演 14:00 終了予定 18:00 

チケット 全席指定・未就学児入場不可 

 Ｓ席 5,000 円／友の会 4,700 円 

 Ａ席 4,000 円／友の会 3,800 円 

 Ｂ席 3,000 円 

出演 50 音順 

 AUN&HIDE／和楽器トリオ, 一噌幸弘／能楽師、笛演奏家、作曲家,  

 伊藤多喜雄／民謡歌手, 木之下真市／津軽三味線奏者, 中村明一／作曲家、 

 尺八演奏家, 林英哲／太鼓奏者 

司会・監修 ピーター・バラカン（ブロードキャスター） 

 田中隆文（「邦楽ジャーナル」編集長） 

チケット 草加市文化会館（チケット専用）・・・・・TEL 048-931-9977 

 東武よみうりチケットセンター・・・・・・TEL 048-987-0553 

 新星堂 草加駅ビル店（草加ヴァリエ１Ｆ）・TEL 048-922-6536 

 長崎屋酒店（谷塚駅西口）・・・・・・・・TEL 048-925-2344 

 草加市物産・観光情報センター・・・・・・TEL 048-921-1800 

 チケットぴあＰコード：300－856 

 イープラス 

主催 公益財団法人草加市文化協会 

企画・制作 オフィス・サウンド・ポット 

後援 埼玉県／草加市／ＮＨＫさいたま放送局 
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9 月 16 日(金) 

羽田空港 SORA-Note Jazz Live 
場所 羽田空港第２ターミナルビル 5F「フライトデッキトーキョー」 

時刻 17:00～17:40 1st set、18:00～18:40 2nd set 

料金 無料 

出演 N-Flight (Vo 陣内大蔵, Pf 平下政志, Bs 原田博之, Dr 堀越彰) 

お問合せ SORA Note 

 https://www.facebook.com/SORA-Note-1361315977218682/ 

9 月 22 日(木・祝) 

第 4 回 若林クラブフェスティバル(若フェス) 

堀越 彰 ライブ&ワークショップ  
場所 世田谷区立若林小学校  

 東京都世田谷区若林５丁目３８−１  

時刻 14:00～15:00 (若フェスは 9:30～15:30) 

料金 無料 

出演 堀越 彰(Drums) 白𡈽庸介(Guitar) ドラムスクールの生徒達 

お問い合わせ 若林クラブ事務局 TEL,FAX : 03-3414-5021(留守番電話) 

9 月 25 日(日) 

My Country 忘れがたき旋律と記憶 
場所 KAMOME 横浜市中区住吉町 6-76  

時刻 open 12:00 / start 13:00 

料金 3,000 円＋１ドリンクオーダー 

出演 渡辺和栄(Piano) 米谷智(尺八) 堀越彰(Drums) 

お問い合わせ KAMOME 045-662-5357  

   kamome@yokohama-kamome.com 

9 月 30 日(金) 

チェンミン My Place ～我尋～ 
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 Open:18:00pm / 1st.19:00-20:20 / 2nd.21:00-22:20 

料金 会員 3,240 円, 会員同伴 4,320 円, フリー 5,400 円 

 別途１Drink&1Food のオーダー要 

出演 チェンミン(二胡) 村石篤重(g) 佐藤史朗(Pf.Acc.) 堀越 彰(Per) 

ご予約 銀座 Swing 03-3563-3757 

 平日：11 時～23 時まで、土曜日:15 時～23 時まで 

10 月 6 日(木) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION four seasons at Hakuju 秋   
 代々木公園近くにある白寿本社の開放的な空間で過ごすひととき 

 日本の四季を感じながらカジュアルにお贈りする 60 分のトーク&ライブ 

 OBSESSION " four seasons " そして 秋の宴 です 

場所 白寿本社ビル 1 階ロビー 渋谷区富ヶ谷 1-37-5 

 (白寿本社ビル７階の白寿ホールではなく１階ロビーでのコンサートです) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 (1 時間休憩なし) 

料金 2,500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

10 月 8 日(土) 

チェンミン My Place～我尋～ 長野公演   

場所 長野市若里市民文化ホール （ビックハット隣） 

 長野市若里 3 丁目 22－2  

時刻 開場 14：30 開演 15：00 

料金 4,500 円（全席指定）当日 5,000 円 

出演 チェンミン（二胡）村石篤重（ギタ）堀沢真己（チェロ） 

 堀越彰（Dr&Per）佐藤史朗（ピアノ アコーディオン） 

曲目 葡萄熟了 漢宮秋月 黄昏のビギン 紅楼夢 ほか 

チケット 長野二胡楽友会 

 ながの東急, ホクト文化ホール, 平安堂長野店 

後援 信濃毎日新聞社 SBC 信越放送 

主催/問合せ 長野二胡楽友会 http://www.niko-gakuyukai.jp/ 

10 月 13 日(木) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band    
山部文化協会創立 70 周年記念事業 

場所 北海道富良野市山部福祉センター(北海道富良野市山部東町 7-31) 

時刻 後報 

料金 後報 

出演 伊藤多喜雄 & TAKiO Band 
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10 月 20 日(木) 

怨歌と民謡の世界～伊藤多喜雄×三上寛 2 マンライブ  

場所 APIA 40(東京都目黒区碑文谷 5-6-9 B1) 

時刻 開場 19:00 / 開演 19:30 

料金 前売り 3,000 円+drink / 当日 3,500 円+drink 

出演 伊藤多喜雄（唄） 

 TAKiO BAND 小濱明人(尺八),堀越彰(Ds) 他 

 三上寛（Vo.・G.） 

お問合せ／ご予約 APIA 40 03-3715-4010 music@apia-net.com 

  http://apia-net.com/index.html 

10 月 21 日(金) 

阿佐ヶ谷ジャズストリート 2016 山下洋輔 with LOTUS POSITION  

世界の山下洋輔の能楽殿での幽玄な舞台をお楽しみください！ 

場所 阿佐ヶ谷神明宮・能楽殿 (東京都杉並区阿佐谷北 1-25-5) 

 (JR 中央線 阿佐ヶ谷駅北口徒歩２分） 

時刻 (1) 18:00～19:00 (2) 19:30～20:30 

料金 ◇ パブリック会場共通パスポート券 1 日券 3,000 円(前売り 2,800 円) 

 ２日券前売 3,800 円 

チケット発売所 杉並区役所 1 階「コミュかるショップ」、 

  ローソンチケット(L コード：73873)、 

  JTB レジャーチケット、新星堂阿佐ヶ谷店、杉並区内ファミリーマートほか 

出演 山下洋輔(p) 堀越 彰(Dr&Per) 小濱明人(尺八)) 

お問合せ 阿佐谷ジャズストリート実行委員会 03-5305-5075 

 http://www.asagayajazzst.com/ 

10 月 24 日(月) 

伊藤多喜雄 渋谷和音祭 LOTUS POSITION 

場所 渋谷 TAKE OFF7 (渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1)  

時刻 開場 17:30／開演 18:00 

料金 前売 3,000 円 当日 3,500 円 ＋1 ドリンクオーダー 

出演 伊藤多喜雄 

 LOTUS POSITION 堀越 彰(Dr&Per) 小濱明人(尺八)  

 詩吟ユニット xie(シエ) 他 

ご予約 TAKE OFF 7 03-3770-7755 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 info@takiopro.com 

10 月 27 日(木) 

STEWMAHN  

林正樹のリーダーバンド "STEWMAHN" 3 年ぶりの再始動。3 年の時を経て更に成熟した音を

旧万世橋駅の遺構の空間で奏でます。どうぞお聴き逃し無く！ 

場所 フクモリ mAAch ecute 神田万世橋店 タナフクモリ 

時刻 開場 19:00／開演 19:30 

料金 3,800 円(1drink 付) 

出演 林 正樹(pf) Andy Bevan(sax,flute,didgeridoo) 

 西嶋徹(contrabass) 堀越 彰(Dr&Per) 

ご予約 info@fuku-mori.jp 

10 月 30 日(日) 

チェンミン My Place～我尋～ 相模原公演 
場所 相模湖交流センター  

 神奈川県相模原市緑区与瀬 259-1  

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 一般 3,500 円(全席指定), 友の会・シニア 3,150 円, 学生・障がい者 1,750 円 

出演 チェンミン(ニ胡) 村石篤重(g) 佐藤史朗(pf,acc) 堀越彰(dr) 

 スペシャルゲスト 伍芳(ウー・ファン) 

お申込 神奈川県立相模湖交流センター  042-682-6121  

 ※ 月曜休館(月曜が祝日の場合翌日) 

10 月 30 日(日) 

チェンミン音楽園門下生による『オトラクカイ』コンサート 
場所 相模湖交流センター  

 神奈川県相模原市緑区与瀬 259-1  

時刻 開場 17:00 開演 17:30(終演予定 19:30) 

料金 無料 

出演 チェンミン(ニ胡) 村石篤重(g) 佐藤史朗(pf,acc) 堀越彰(dr) 

 チェンミン音楽園門下生 

お申込 神奈川県立相模湖交流センター  042-682-6121  

 ※ 月曜休館(月曜が祝日の場合翌日) 
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10 月 31 日(月) 

堀越 彰 INSTINCT & SERENDiPiTY "愛と笑いの Halloween Night" 
 感性のドラム&パーカッショニスト 堀越 彰 率いる " INSTINCT "  

 シルクドソレイユ出身のクラウンパフォーマー フィリップ・エマール 

 ロックスピリットギターの白𡈽庸介 フレンチピアニストのフレデリック・ヴィエノ 

 そして美しき歌姫 MiHO 

 昨年の "月のはなし- Story of the moon -" に続き 5 人が放つスペシャルな一夜。 

 今夜は待ちに待ったハロウィーンパーティー。 

 ちょっと怖くてとっても楽しい愛と笑いのファンタジーライブをお贈りします。 

 ハロウィーンの起源 それは 2000 年以上昔のケルトにある・・・ 

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 4,000 円(1 ドリンク付) 

出演 堀越 彰 Akira Horikoshi (Drums&Per) 

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

 白𡈽庸介 Yosuke Shirato (Guitar) 

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

 MiHO (Vocal) 

ご予約 南青山 MANDALA 03-5474-0411 MANDARA 

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 

11 月 2 日(水) 

ナムガル NAMGAR 東京公演 

場所 月見ル月想フ 東京都港区南青山 4-9-1  

時刻 Open 19:00／Start 19:30 

チケット 前売 4,000 円 / 当日 4,500 円 (ドリンク別) 

出演 ナムガル・ハサラノワ (ヴォーカル/ヤタガ/口琴) 

 エフゲニー・ゾロタリョーフ (チャンザ/ベース/コーラス) 

 ティムール・ゾロタリョーフ (ギター/コーラス) 

 鬼怒無月 (ギター), 向島ゆり子(ヴァイオリン), 堀越彰(Dr&Per) 

チケット 8/28(日) 10:00 発売 ≪整理番号付≫  

 ハーモニー・フィールズ インターネット予約 

 月見ル君想フ TEL:03-5474-8115 

問合せ ハーモニーフィールズ info@harmony-fields.com TEL:0798-42-8070 

後援 ロシア文化フェスティバル組織委員会、駐在ロシア連邦大使館 

11 月 4 日(金) 

世界音楽の祭典 in 浜松 2016 ナムガル NAMGAR 静岡公演 

場所 アクトシティ浜松 研修交流センター 音楽工房ホール 

 静岡県浜松市中区板屋町 111-1 tel 053-451-1111 

時刻 Open 18:30／Start 19:00 

料金 一般 1,000 円 ／学生 500 円 

出演 ナムガル・ハサラノワ (ヴォーカル/ヤタガ/口琴) 

 エフゲニー・ゾロタリョーフ (チャンザ/ベース/コーラス) 

 ティムール・ゾロタリョーフ (ギター/コーラス) 

 等々力政彦(喉歌/イギル), 堀越彰(Dr&Per) 

お問合せ 

ご予約 公益財団法人浜松市文化振興財団 053-451-1151 

 世界音楽の祭典 IN 浜松 

11 月 5 日(土) 

ナムガル NAMGAR 大阪公演 at ロハスフェスタ万博 

場所 大阪万博記念公園・東の広場 

時刻 未定 

料金 未定 

出演 ナムガル・ハサラノワ (ヴォーカル/ヤタガ/口琴) 

 エフゲニー・ゾロタリョーフ (チャンザ/ベース/コーラス) 

 ティムール・ゾロタリョーフ (ギター/コーラス) 

 等々力政彦(喉歌/イギル), 堀越彰(Dr&Per) 

お問合せ 

ご予約 ハーモニーフィールズ info@harmony-fields.com TEL:0798-42-8070 
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11 月 7 日(月) 

ナムガル NAMGAR 広島公演 

場所 広島県民文化センター 

 広島市中区大手町 1 丁目 5-3 TEL 082-245-2311 

時刻 Open 18:00／Start 18:30 

出演 ナムガル・ハサラノワ (ヴォーカル/ヤタガ/口琴) 

 エフゲニー・ゾロタリョーフ (チャンザ/ベース/コーラス) 

 ティムール・ゾロタリョーフ (ギター/コーラス) 

 等々力政彦(喉歌/イギル), 堀越彰(Dr&Per) 

詳細 ひろしま音楽鑑賞協会 http://ww41.tiki.ne.jp/~h-onkan/ 

11 月 12 日(土) 

チェンミン ニューアルバム発売記念コンサート 山梨公演  

場所 キングスウェルホール(山梨県甲斐市下今井 2446) 

時刻 (1)13:30 開場/14:00 開演 (2)17:00 開場/17:30 開演 

料金 コンサートとランチのセット 7,700 円 コンサートとディナーのセット 9,000 円 

 コンサートのみ 4,500 円(全席自由・税込) 

出演 チェンミン（二胡）村石篤重（ギター）堀沢真己(チェロ) 

 佐藤史朗（ピアノ アコーディオン） 堀越彰（Dr&Per） 

主催 UTY テレビ山梨 

チケット テレビ山梨 055-232-1118 

 コラニー文化ホール 055-228-9131 

 東京エレクトロン韮崎文化ホール 0551-20-1155 

 双葉ふれあい文化館 0551-20-3660 

 イイノ楽器 0551-22-1086 

 ローソンチケット 0570-084-003（L コード：72142） 

 イープラス http://eplus.jp 

11 月 19 日(土) 
三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION   

場所 山脇学園講堂 (クローズド公演) 

出演 三舩優子(piano) 堀越 彰(drums) 

11 月 20 日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

 OBSESSION は クラシックピアノとドラムによる 

 最小にして最大のオーケストラである 

    ボロディン : ダッタン人の踊り 

    シベリウス : フィンランディア 

    ガーシュウィン : ラプソティ イン ブルー 

   ムソルグスキー : 展覧会の絵より 他 

場所 Tea Lounge REFRAIN(ルフラン)  

 (仙台市青葉区中央 2-9-7 アーバンブリッジビルディング 1F) 

時刻 Open18:30 / Start19:00 

料金 一般 4,000 円 学生 2,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 080-5420-6415 

お問合せ Tea Lounge REFRAIN(ルフラン) 022-211-1965 

11 月 22 日(火) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 気仙沼 
活動を初めて 3 年目に突入した OBSESSION は、結成当初から「OBSESSION Outreach Project (オブ

セッション アウトリーチ プロジェクト)」として、コンサートやライブに来ることが出来ない子供たちや被災

地の方々に向けて音楽を届ける活動をしてきました。昨年 10 月に初めて訪問させていただいた気仙沼

市立小泉中学校では、僕たちのレパートリーであるクラシックの名曲の数々を演奏しました。またラヴェ

ルの"ボレロ"では、一生懸命にリズムで参加してくれた子供たちの姿を忘れることは出来ません。あれ

から一年、今年は気仙沼はまなすホールへ場所を移し、より多くの子供たちや地域の方々にもご参加い

ただきたいと思っています。この地に芽生えたフレッシュな才能をご紹介しながら、音楽交流を更に深め

られるコンサートにしたいと考えています。2016 年 11 月 22 日、OBSESSION と気仙沼に集う Friends 

の皆様との出会いを、どうぞお楽しみください。 

場所 気仙沼はまなすホール 0226-42-2210  

 (宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸 136) 

時刻 18 時開場 18 時 30 分開演 

料金 無料 

出演 三舩優子(piano) 堀越 彰(drums) with Friends 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 080-5420-6415 

 気仙沼市立小泉中学校 教頭 渡辺 仁 0226-42-2619 
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12 月 1 日(木) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

OBSESSION は クラシックピアノとドラムによる最小にして最大のオーケストラである 

場所 JZ Brat SOUND OF TOKYO (渋谷セルリアンタワー2F) 

時刻 Open 17:30 1st Start 19:30 2nd Start 20:50 

料金 入替なし 予約￥4,000 当日￥4,500 (+1 オーダー要) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 080-5420-6415 

 JZ Brat 03-5728-0168(平日 15:00-21:00) 

12 月 6 日(火) 

Star Light Jazz Live 

場所 西新井「ギャラクシティ」まるちたいけんドーム（プラネタリウム） 

 東武スカイツリーライン西新井駅下車、東口から徒歩３分 

 東京都足立区栗原 1-3-1 

時刻 開場 18:30 開演 19:00 

入場料 無料 当日 17：45 から会場にて整理券を配布開始 

 18：30 入場開始（整理番号順） 

出演 陣内大蔵(Vocal),森里子(Violin),平下政志(Piano),  

 原田博之(Bass),堀越彰(Drums) 

主催 日本工学院専門学校レコーディングクリエイター科 35 期 

問い合わせ  イベントページよりお問合せください。 

 http://starjazz126.wixsite.com/star-light-jazz-live 

12 月 10 日(土) 

JULIA & HATSUE 

場所 公園通りクラシックス 

時刻 開場 14:00 開演 14:30 

入場料 4500 円(ドリンク別) 

出演 加藤初枝(ヴォーカル) 秋篠樹里亜(ヴォーカル)フレデリック・ヴィエノ(ピアノ)  

 白𡈽庸介(ギター) 堀越 彰(ドラム/パーカッション) 

12 月 13 日(火) 

山下洋輔 Live at 新宿 PIT INN 

場所 新宿 PIT INN  

時刻 開場 19:30 開演 20:00 

チケット 4,000 円＋税 (1 ドリンク付) 

出演 山下洋輔（Piano） 

 LOTUS POSITION＝堀越彰（Drums&Percussion）・小濱明人（尺八） 

ご予約 新宿 PIT INN（03-3354-2024 ・shinjuku@pit-inn.com） 

12 月 15 日(木) 

チェンミン アルバム『My Place〜我尋〜』ライブ 2016 Final Day 

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 (1)開場 16:30/開演 17:45 (2)開場 19:30/開演 20:45 

料金 自由席 5,000 円(税込) 

 BOX 席 20,000 円＋シート・チャージ ￥5,000 (4 名様までご利用可能) 

 ※BOX 席はインターネットからのみご予約いただけます。 

 チェンミンファンクラブ会員 4,500 円(税込)自由席 

出演 チェンミン（二胡）村石篤重（ギター） 

 佐藤史朗（ピアノ アコーディオン） 堀越彰（Dr&Per） 

チケット モーションブルーヨコハマ 

 045-226-1919（受付時間 11:00-21:00） 

12 月 16 日(金) 

CD 『LOTUS POSITION with 山下洋輔』 発売記念 Live Tour 

場所 香川県 高松 SPEAK LOW（高松市塩上町 3 丁目 20-11-1F）  

時刻 開場 18:30 開演 19:30 

チケット 前売：5,000 円（ドリンク付）/当日：5,500 円（ドリンク付） 

出演 LOTUS POSITION＝堀越彰（Drums&Percussion）・小濱明人（尺八） 

 Guest＝山下洋輔（Piano） 

チケット 10 月 1 日発売開始  SPEAK LOW   http://www.speak-low.com/ 

 087-837-0777／9：00～16：00／定休日＝水・日 
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12 月 17 日(土) 

CD 『LOTUS POSITION with 山下洋輔』 発売記念 Live Tour 

場所 大阪市 梅田 ALWAYS（北区野崎町 6-8-B1） 

時刻 開場 18:30 開演 19:30 

チケット 前売 4,500 円（ドリンク別）／当日 5,000 円（ドリンク別）／学生 3,000 円 

出演 LOTUS POSITION＝堀越彰（Drums&Percussion）・小濱明人（尺八） 

 Guest＝山下洋輔（Piano） 

チケット 10 月 1 日発売開始  梅田 ALWAYS   http://www.always-live.info/access.html 

 06-6809-6696／always.live.umeda@gmail.com 

12 月 18 日(日) 

CD 『LOTUS POSITION with 山下洋輔』 発売記念 Live Tour 

場所 京都市 Live Spot RAG（中京区木屋町通三条上ル 5F） 

時刻 開場 12:00 開演 13:00 

チケット 前売 4,500 円（１ドリンク・１フードオーダー）／当日 5,000 円 

  （１ドリンク・１フードオーダー） 

出演 LOTUS POSITION＝堀越彰（Drums&Percussion）・小濱明人（尺八） 

 Guest＝山下洋輔（Piano） 

チケット 10 月 1 日発売開始  RAG   https://www.ragnet.co.jp/livespot/ 

 075-255-7273／11:00～19:00／月曜日～土曜日 

12 月 23 日(金) 
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 
メンバー 原田直之(Vo) 他 

12 月 24 日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION クリスマスランチコンサート  

OBSESSION は クラシックピアノとドラムによる最小にして最大のオーケストラである 

  ボロディン／ダッタン人の踊り 

  シベリウス／フィンランディア 

  ムソルグスキー／「展覧会の絵」より 

  ヒナステラ／Milonga 

  クリスマスメドレー 他 

場所 摂津響 Saal (大阪府高槻市原 104-95) 

時刻 開場&ランチ 13:00 / コンサート 14:00 

料金 5,000 円(ランチ付、要予約) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 080-5420-6415 

 摂津響 Saal 080-3031-4311 

 インターネット予約ページ http://settsukyosaal.com/1224obsession/ 

12 月 26 日(月) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION  

OBSESSION は クラシックピアノとドラムによる最小にして最大のオーケストラである 

  ボロディン／ダッタン人の踊り 

  シベリウス／フィンランディア 

  ムソルグスキー／「展覧会の絵」より 

  ヒナステラ／Milonga、他 

場所 5/RHall&Gallery (名古屋市千種区今池 1-3-4) 

時刻 開場 18：30 / 開演 19:00 

料金 全席自由:一般 4,000 当日￥4,500 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 080-5420-6415 

 5/R Hall＆Gallery 音楽ホール 052-734-3461(11:00-19:00) 

 


