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1 月 5 日(木) 

渋谷新春和音祭 2017＜1 日目＞ 

場所 渋谷 TakeOff 7 

 渋谷区宇田川町 32-12 アソルティ渋谷 B1 

 渋谷駅ハチ公口徒歩 6 分 

時刻 開場 17:30/開演 18:30 

料金 前売￥3,000 当日￥3,500 (+1drink500 円) 

メンバー 日越 Band（伊藤多喜雄＋Hai Trieu(ハイチュウ)） 

 My Countory(渡辺和栄(pf),米谷智(尺八),堀越彰(per.)) 

 寿バンド 

ご予約/お問合せ  TAKE OFF7 tel.03-3770-7755 

  フィールドワークスジャパン 03-3461-3399 

1 月 9 日(月・祝) 

田村夏樹・藤井郷子「あれもこれも」 

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

時刻 1 部 開場 14:00 / 2 部 開場 17:15(入れ替え制) 

料金 前売￥3,000+税 当日￥3,500+税 

 1 部 2 部の通し券：前売￥4,500+税 当日￥5,000+税 

出演 １部 

 14:30 Quartet Maho  

   田村夏樹(Tp) 加藤崇之(G) 藤井郷子(P)  

   井谷享志(Ds)  

 16:00 Satoko Fujii Orchestra Tokyo  

    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(P) 永田利樹(B) 堀越 彰(Ds) 

 ２部 

 17:30 Tobira-one  

     田村夏樹(Tp) 藤井郷子(P) 井谷享志(Ds) 

 19:00 Toh-Kichi 藤吉   

    藤井郷子(P) 吉田達也(Ds)  

 20:30 Satoko Fujii Quartet  

    田村夏樹(Tp) 藤井郷子(P) 早川岳晴(el-B) 吉田達也(Ds) 

ご予約/お問合せ 新宿 Pit Inn 03-3354-2024 

  shinjuku@pit-inn.com  

  サイト：http://www.pit-inn.com/index_j.php 

1 月 22 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION & Friends 

場所 世田谷区立世田谷中学校 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 無料 

出演 OBSESSION 堀越 彰(Drums) 三舩優子(Piano) 

 世田谷中学校吹奏楽部 世田谷中学校双葉学級 

 世田谷 笑 in 若林 他 

お問合せ 世田谷区立世田谷中学校 

1 月 29 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 

 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 12:00 / start 13:00 

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/ 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/123175391486413/ 
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2 月 3 日(金) 

林正樹 STEWMAHN 
場所 公園通りクラシックス 

 東京都渋谷区宇田川町 19-5 

 東京山手教会 B1F  

 東京山手教会、地下駐車場入口の地下へのスロープを下り、奥のつきあたり、右側にある赤い

ドアが入り口 

時刻 開場 19:00/開演 19:30 

料金 3,700 円 1 ドリンク付 

メンバー 林 正樹(pf) Andy Bevan(sax,flute,didgeridoo) 

 西嶋徹(contrabass) 堀越 彰(Dr&Per) 

ご予約/お問合せ stewmahn0203@gmail.com 

2 月 5 日(日) 

伊藤多喜雄 × 東北 6 県ろ～る 3 

場所 渋谷 Last Waltz by shios 渋谷区渋谷 2-12-13 八千代ビル B1F 

時刻 Open 17:30 / Start 18:00 

料金 予約 3,500 円 / 当日 4,000 円(税込・入場時にドリンク代別途要) 

出演 伊藤多喜雄 

 TAKiO BAND=小濱明人（尺八）、堀越彰(Ds) 他 

 東北 6 県ろ～る 3【白崎映美＋小峰公子＋伏見蛍】 

ご予約/お問合せ Last Waltz by shiosai 03-6427-4651 

  lastwaltz@shiosai.com 

  サイト：http://lastwaltz.info/ 

2 月 24 日(金) 

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

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 " ラストは 冬 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 

2 月 26 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 ～民謡のさらなる新天地へ～ 

場所 ウェスタ川越大ホール 

 埼玉県川越市新宿町 1-17-17  

 JR 川越線、東武東上線川越駅西口より徒歩 5 分 

時刻 開場 14:30 開演 15:00 

料金 S 席 5,300 円 A 席 4,800 円 

メンバー 伊藤多喜雄（唄）＆TAKiO BAND 

   小濱明人(尺八),二代目藤田淳一・小山豊(三味線), 

   高橋香織(Vn),江草啓太(P),竹田弘樹(B),堀越彰(Ds.), 

   めぐ留(Cho.) 

 ゲスト＝仙波清彦(Ds. Per.),日芸舞踊団「若竹」(踊) 

チケット チケットぴあ 0570-02-9999〔P コード：313-936〕 

 ローソンチケット 0570-084-003〔L コード：74022〕 

 ＣＮプレイガイド 0570-08-9999 

 ウェスタ川越(窓口販売のみ 9：00～19：00 休館日を除く) 

お問合せ MIN-ON インフォーメーションセンター（03-3226-9999） 

 TAKiO プロモーション（044-844-2338） 
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3 月 4 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート in 河口湖 

場所 河口湖ステラシアター 小ホール 

 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 5577  

時刻 開場 14:00 開演 14:30 

料金 一般￥3,500 河口湖町民￥3,200 ステラ会員￥3,100 

 高校生以下￥1,500 河口湖町民￥1,400 ステラ会員￥1,300 

メンバー 伊藤多喜雄（唄）＆TAKiO BAND 

   小濱明人(尺八),二代目藤田淳一・小山豊(三味線), 

   高橋香織(Vn),江草啓太(P),竹田弘樹(B),堀越彰(Ds.), 

   めぐ留(Cho.) 

 ゲスト＝仙波清彦(Ds. Per.),日芸舞踊団「若竹」(踊) 

 勝山中学校太鼓部（協力出演） 

チケット 2017/2/11(土) 10:00 より下記にて発売開始 

 チケットぴあ 0570-02-9999 (P コード：322-626） 

 ローソンチケット 0570-084-003〔L コード：70301〕 

 その他のチケット発売所はステラシアターの公演ページをご参照ください。 

お問合せ TAKiO プロモーション（044-844-2338） 

3 月 10 日(金) 

My Country 忘れがたき旋律と記憶 LIVE 

場所 公園通りクラシックス 

 東京都渋谷区宇田川町 19-5 

 東京山手教会 B1F  

 東京山手教会、地下駐車場入口の地下へのスロープを下り、奥のつきあたり、 

 右側にある赤いドアが入り口 

時刻 open 18:30 / start 19:00 

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（Drums） 

ご予約/お問合せ 公園通りクラシックス 03-3464-2701 

 http://koendoriclassics.com/ 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/mittland3/0 

3 月 11 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 

場所 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館） 

 松本市水汲 69-2  

  JR 中央線・篠ノ井線松本駅下車バスで 20 分 

時刻 18:00 開場 18:30 開演 

料金 S 席 5,300 円 

メンバー 伊藤多喜雄（唄）＆TAKiO BAND 

   小濱明人(尺八),二代目藤田淳一・小山豊(三味線), 

   高橋香織(Vn),江草啓太(P),竹田弘樹(B),堀越彰(Ds.), 

   めぐ留(Cho.) 

 ゲスト＝仙波清彦(Ds. Per.),日芸舞踊団「若竹」(踊) 

チケット 2017/1/13(金) 10:00 より下記にて発売開始 

 チケットぴあ 0570-02-9999 

 ローソンチケット 0570-084-003〔L コード：71775〕 

お問合せ MIN-ON インフォーメーションセンター（03-3226-9999） 

 TAKiO プロモーション（044-844-2338） 

3 月 30 日(木) 

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 18:30／Start 19:30 

料金 4,000 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) 

 白𡈽庸介(G) 

 フィリップ エマール(Vo,Performance) 

ご予約 南青山 MANDALA 03-5474-0411  

 Office Play Ground info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp 
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4 月 2 日(日) 

第 7 回 CANOPUS 堀越 彰ドラムスクール発表会  
昨年はスケジュールの都合で開催出来なかった発表会、今年は早々と春休み中の開催が決定しました。 日

頃の練習の成果をステージの上で大好きな曲と共に発表する生徒達の姿をご覧ください。 ギターの白𡈽庸

介先生、ベースの竹田弘樹先生、ヴォーカルの山元猛先生にもお手伝い頂き、例年以上に 生演奏との共

演を増やしてみたいと思います。更に近年増えているお父さんやお母さんとの共演もご期待 ください。みん

なでジャムセッションの時間も用意しておりますので、生徒のみならず、保護者の方々や見学 の方々も一緒

に楽しめる時間にしたいと思っています。 

場所 上用賀アートホール(世田谷区上用賀 5-14-1) 

 http://kamiyouga-arthall.hall-info.jp/index.html 

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) 

出演 堀越クラス生徒 (+他クラス参加希望者) 

メンバー 堀越 彰(Drums) 白土庸介(Guitar) 

 竹田弘樹(Bass) 山元 猛(Vocal) 

お問合せ CANOPUS 03-3247-0330 

4 月 19 日(水) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 

場所 川口総合文化センターリリアメインホール (埼玉県) 

 埼玉県川口市川口 3-1-1  

 JR 京浜東北線川口駅西口正面 

時刻 18:00 開場 18:30 開演 

料金 S 席 5,300 円 A 席 4,800 円 B 席 4,300 円 

メンバー 伊藤多喜雄（唄）＆TAKiO BAND 

   小濱明人(尺八),二代目藤田淳一・小山豊(三味線), 

   高橋香織(Vn),江草啓太(P),竹田弘樹(B),堀越彰(Ds.), 

   めぐ留(Cho.) 

 ゲスト＝仙波清彦(Ds. Per.),日芸舞踊団「若竹」(踊) 

チケット 2017/1/19(木) 10:00 より下記にて発売開始 

 チケットぴあ 0570-02-9999 [P コード:319-037〕 

 ローソンチケット 0570-084-003〔L コード：74331〕 

お問合せ MIN-ON インフォーメーションセンター（03-3226-9999） 

 TAKiO プロモーション（044-844-2338） 

4 月 24 日(月) 

伊藤多喜雄 X めぐ留「なんの因果で～おやこライブ」 

場所 APIA40(目黒区碑文谷 5-6-9 B1) 

時刻 open 18:30 / start 19:00 

料金 前売 3,000 円,当日 3,500 円＋1drink 

出演 T 組 伊藤多喜雄(Vo) 江草啓太(Pf) 高橋香織(Vil)  関根真理(per) 

 め組 めぐ留(Vo)  田ノ岡三郎(Aco) 堀越 彰(Dr&Per) 

4 月 30 日(日) 

My Country 

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 

 JR 関内駅 徒歩 5 分  

時刻 open 12:00 / start 13:00 

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/ 
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5 月 20 日(土) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 八女 
場所 おりなす八女ハーモニーホール(福岡県八女市本町 602-1) 

時刻 開場 14:20 / 開演 15:00 

料金 一般 3,000 円 学生(高校生以下) 1,000 円 全席自由席 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 八女ベーゼンドルファー音楽祭事務局 080-8580-1740 

 おりなす八女 0943-22-5332 

チケット ローチケ HMV 

 チケットぴあ 

主催 NPO 法人ベーゼンドルファー音楽祭プロジェクト 

 http://yamebosendorfer.sblo.jp/ 

5 月 21 日(日) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 佐賀  

場所 雅音(みやびね）ホール(佐賀市大和町川上 5285-1) 

時刻 開場 14:30 / 開演 15:00 

料金 一般 4,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 雅音ホール 080-5251-3266 

5 月 24 日(水) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 福岡  

場所 アクロス福岡 円形ホール（福岡市中央区天神 1-1-1） 

 http://www.acros.or.jp/r_facilities/arena.html 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

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) 

5 月 25 日(木) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 熊本  

場所 はあもにい メインホール(1 階)（熊本市中央区黒髪 3-3-10） 

 http://harmony-mimoza.org/facilities/1f.html#facility01 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 前売 3,500 円、当日 4,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

5 月 30 日(火) 

OBSESSION 学校公演 

場所 東京芸術劇場 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

備考 関係者のみ 
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6 月 3 日(土) 

My Country 

場所 公園通りクラシックス 

 東京都渋谷区宇田川町 19-5 東京山手教会 B1F 
 東京山手教会、地下駐車場入口の地下へのスロープを下り、奥のつきあたり、右側にある赤いドアが入り口 

時刻 open 15:30 / start 16:00 

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（Drums） 

ご予約/お問合せ 公園通りクラシックス 03-3464-2701 http://koendoriclassics.com/ 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/722718917905256/ 

6 月 11 日(日) 

OBSESSION CD 発売記念ミニコンサート 
ヤマハ銀座入り口ポータルステージにてミニコンサートを開催します！ ご予約不要、無料でご覧いただけますので、お気軽

にご来場ください(すべてお立ち見となります)。 演奏終了後、ヤマハ銀座店にてアルバム「OBSESSION」をご購入のお客さ

ま対象のサイン会を行います。皆さまのご来場を心よりお待ちいたしております！ 

※ 入場多数の場合は、安全上制限をする場合がございます。ご了承ください。 

場所 ヤマハ銀座ビル１階ポータルステージ 

時刻 開演 15:00 

料金 無料（予約不要、お立ち見での鑑賞となります)） 

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

6 月 14 日(火) 

伊藤多喜雄コンサート 民生委員制度創設 100 周年記念式典 

場所 札幌ニトリホール 札幌市中央区北１条西１２丁目 

メンバー 伊藤多喜雄 & TAKiO BAND 

備考 関係者のみ 

6 月 18 日(日) 
伊藤多喜雄コンサート 

場所 網走市民会館 北海道網走市南６条西１丁目 

メンバー 伊藤多喜雄 & TAKiO BAND 

6 月 23 日(金) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 大阪  

場所 三木楽器開成館サロン(大阪市北久宝寺町 3-3-4) 

 https://piano.miki.co.jp/kaiseikan 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

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 三木楽器開成館サロン 06-6252-1820 営業時間:10:00-19:00(毎週水曜定休) 

主催 関西ミュージックリンク協会 

6 月 24 日(土) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 神戸 

場所 旧グッゲンハイム邸(神戸市垂水区塩屋町 3-5-17) http://www.nedogu.com/ 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

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 ムジカ アルコ・イリス(安田) 090-1240-8835 my2933@i.softbank.jp 

 旧グッゲンハイム邸事務局 078-220-3924 guggenheim2007@gmail.com 

主催 ムジカ アルコ・イリス 

6 月 25 日(日) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 高槻 

場所 摂津響 Saal(大阪府高槻市原 104-95) http://settsukyosaal.com/ 

時刻 開場 15:30 開演 16:00 

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 摂津響 Saal 080-3031-4311 info@settsukyosaal.com 

 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

6 月 27 日(火) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 名古屋 

場所 HITOMIホール(名古屋市中区葵三丁目21番19号) http://www.annex.menicon.co.jp/ 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

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 Music Office Nobuchi 052−265−7405 

 info@office-nobuchi.com 
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7 月 8 日(土) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 東京 

場所 ヤマハホール(東京都中央区銀座 7−9−14) https://www.yamahaginza.com/hall/ 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 一般 5,000 円 学生 3,000 円 夢倶楽部会員料金 4,500 円 

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

7 月 14 日(金) 

OBSESSION アウトリーチプロジェクト in 下諏訪南小学校 

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) 

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

備考 関係者のみ 

7 月 15 日(土) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 諏訪  

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

 http://www.harmo-museum.jp/tcent.html 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 一般 2,500 円(当日 3,000 円) 高校生以下 1,500 円 

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

ご予約 ハーモ美術館 0266-28-3636 

後援 下諏訪町教育委員会 

7 月 28 日(金) 

糸柳ホット・ジャズナイト  鈴木直樹＆スウィングエース 

場所 山梨県石和温泉郷 石和名湯館 糸柳 (山梨県笛吹市石和町駅前 13-8) 

 http://www.itoyanagi.co.jp 

時刻 18:00～お食事 19:00～演奏(2 ステージ) 

料金 8,000 円税別(豪華ディナーバイキング・フリードリンク付き) 

出演 鈴木直樹&スウィングエース 

 鈴木直樹(Cl) 宅間善之(Vib) 板垣光弘(P) 松永 敦(B) 堀越 彰(Ds) 

ご予約 石和名湯館 糸柳 055-262-3141 

特設サイト http://www.itoyanagi.co.jp/jazz/ 

7 月 29 日(土) 

糸柳ホット・ジャズナイト  鈴木直樹＆スウィングエース 

場所 山梨県石和温泉郷 石和名湯館 糸柳 (山梨県笛吹市石和町駅前 13-8) 

 http://www.itoyanagi.co.jp 

時刻 18:00～お食事 19:00～演奏(2 ステージ) 

料金 8,000 円税別(豪華ディナーバイキング・フリードリンク付き) 

出演 鈴木直樹&スウィングエース 

 鈴木直樹(Cl) 宅間善之(Vib) 板垣光弘(P) 松永 敦(B) 堀越 彰(Ds) 

ご予約 石和名湯館 糸柳 055-262-3141 

特設サイト http://www.itoyanagi.co.jp/jazz/ 
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8 月 3 日(木) 

鈴木直樹 & SWING ACE ORCHESTRA  

場所 赤坂 B フラット http://bflat.biz/ 

時刻 Open 18:30 / Start 1st 19:30～ 2nd 21:15～ 入れ替え無 

料金 予約:4,000 円/学生 2,500 円(当日各 500 円 up),ご飲食別 

出演 鈴木直樹(cl,leader) tp:岸義和,城谷雄策,尾崎浩之,上石 統 

 tb: 三塚知貴,高橋真太郎,堂本雅樹 

 sax: 土井徳浩,品川政治,伴田 裕,大内満春 

 阿部篤志(p),佐瀬正((b),堀越彰(ds).宅間善之(Vib.) 

お問合せ・ご予約 赤坂 B フラット 03-5563-2563 http://bflat.biz/ 

8 月 4 日(金) 

かとうかなこ コンサート in 東京  
満を持して 3 年ぶりのソロ。楽器と対峙し、新しいものを生み出す格好の機会。 

研ぎ澄ました時間をお届けします！  

場所 スターパインズカフェ(武蔵野市吉祥寺本町 1-20-16) 0422-23-2251 

時刻 開場 19:00 / 開演 19:30 

料金 前売 3,500 円 当日 4,000 円 ドリンク代別 

出演 かとうかなこ(クロマチックアコーディオン) 

 ゲスト 堀越 彰(drums) 

 写真スライド 糸川耀史 

お問合せ・ご予約 ハーモニーフィールズ 0798-42-8070 info@harmony-fields.com 

8 月 7 日(月) 

藤井郷子オーケストラ東京 

場所 新宿 PitInn (東京都新宿区新宿 2-12-4 アコード新宿 B1) 

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

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(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) 

お問合せ・ご予約 新宿 PitInn 03-3354-2024 shinjuku@pit-inn.com 

8 月 11 日(金・祝) 

My Country  

場所 カモメ 横浜市中区住吉町 6-67 

時刻 open 12:00 / start 13:00 

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（Drums） 

お問合せ・ご予約 カモメ  045-662-53571 http://www.yokohama-kamome.com 

  メール：kamome@yokohama-kamome.com 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/919633291510074/ 

8 月 18 日(金) 

2017 夏 ! ホリコシアキラ ドラム サマーワークショップ  
いよいよ夏本番ですね。夏休みに入ってどのように過ごしていますか ?  

夏休みは上達の時 !  どんなことにも果敢にチャレンジし大きな夢を掴みましょう !!  

8 月 18 日は今年の 4 月から講師をさせていただいている日本工学院のドラムルームをお借りし、10 台のドラムセットを並べ

てワークショップを行います。 工学院の学生はもちろん、ちびっ子から大人まで、各世代のドラマーが集まり楽しい 1 日を過

ごしたいと思います。是非ご参加ください。 

場所 日本工学院専門学校 2 号館 4 階 ドラムルーム 

 JR 京浜東北線 蒲田駅西口より徒歩 2 分  

時刻 13 時～16 時(予定) 

料金 無料 

持ち物 スティック 

お問合せ 堀越彰 info-horikoshi@mx1.ttcn.ne.jp  

8 月 25 日(金) 

かとうかなこ コンサート in 東京  
満を持して 3 年ぶりのソロ。楽器と対峙し、新しいものを生み出す格好の機会。 

研ぎ澄ました時間をお届けします！  

場所 umeda TRAD (旧名 umeda AKASO) 06-7897-2450 大阪市北区堂山町 16-3 

時刻 開場 19:00 / 開演 19:30 

料金 前売 3,500 円 当日 4,000 円 ドリンク代別 

出演 かとうかなこ(クロマチックアコーディオン) 

 ゲスト 堀越 彰(drums) 

 写真スライド 糸川耀史 

お問合せ・ご予約 ハーモニーフィールズ 0798-42-8070 info@harmony-fields.com 
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9 月 9 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 

場所 富山県立会館 富山市新総曲輪 4 番 18 号 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 全席指定 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 
 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

9 月 10 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 

場所 上田交流芸術文化センター サントミューゼ 長野県上田市天神三丁目 15 番 15 号 

時刻 開場 14:30 / 開演 15:00 

料金 全席指定 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 
 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

9 月 12 日(火) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 

場所 渋川市民会館 群馬県渋川市渋川 2795 番地 

時刻 開場 18:00 / 開演 18:30 

料金 全席指定 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 
 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

9 月 13 日(水) 

JAZZ ART せんがわ 2017 feral intimate alive ～ 野生に還る音 親密な関係 生きる芸術 ～ 

場所 調布市せんがわ劇場(東京都調布市仙川町 1-21-5) 

 京王線仙川駅より徒歩 4 分 

時刻 19:30～ 

出演 藤井郷子オーケストラ 

チケット 6/24（土）10 時より、せんがわ劇場窓口・電話・オンラインチケットにて、 

  【1Day パス】、【2Days パス】、【フリーパス】の先行割引販売開始。 

9 月 22 日(金) 

LOTUS POSITION with 山下洋輔 

場所 大阪府高槻市 STUDIO73 (高槻町 6-26) 

 http://www.saxonz.com/studio73/index.html 

時刻 開場 18:30 開演 19:00 

料金 予約 4,500 円 当日 5,000 円 

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

 GUEST 山下洋輔(Piano) 

お問合せ/ご予約 STUDIO73 オフィス：072-661-7300 

  E-mail：studio73@saxonz.com 

9 月 24 日(日) 

第 21 回 音の祭り 「LOTUS POSITION with 山下洋輔」コンサート 

場所 高松国分寺ホール (香川県高松市国分寺町新名 430) 

http://kokubunji-hall.jp/index.html 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 500 円 

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

 GUEST 山下洋輔(Piano) 

 共演=讃岐国分寺子供太鼓 

 オープニング演奏=NPO 法人 讃岐国分寺太鼓保存会 
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10 月 1 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土庸介 

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 Last Waltz by shiosai(ラストワルツ バイ シオサイ) 

時刻 Open 18:30／Start 19:00 

料金 ご予約 一般 3500 円 学生 2000 円(税込 ドリンク別) 

当日   一般 4000 円 学生 2500 円(税込 ドリンク別) ※ご来場順での入場になります。会場は自由席です。 

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) 

ご予約 Last Waltz by shiosai 03-6427-4651  lastwaltz@shiosai.com 

10 月 9 日(月・祝) 

My Country 
場所 公園通りクラシックス 東京都渋谷区宇田川町 19-5 東京山手教会 B1F 

時刻 open 15:30 / start 16:00 

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（Drums） 

ご予約/お問合せ 公園通りクラシックス 03-3464-2701 

  http://koendoriclassics.com/ 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/321600321625521/ 

10 月 11 日(水) 

LOTUS POSITION with 山下洋輔 
場所 渋谷 JZ Brat (渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー 東急ホテル 2F) https://www.jzbrat.com 

時刻 開場 17:30／開演 1st 19:30・2nd 21:00 

料金 予約 4,000 円／当日 4,500 円 ※入替なし 

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

 GUEST 山下洋輔(Piano) 

お問合せ/ご予約 JZ Brat(03 5728-0168) ※受付時間は平日 15:00～21:00) 

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

備考 1st と 2nd で曲目は異なります。入替ありませんので両方のステージをお楽しみください。 

 1st：LOTUS POSITION 小濱明人と堀越彰の演奏です。 

 2nd：ゲストの山下洋輔さんを加えて小濱、堀越の３人での演奏です。 

10 月 13 日(金) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 仙台 
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) 

 http://refrain-refrain.com/ 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

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 Tea Lounge REFRAIN(ルフラン) 022-211-196 

 Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

10 月 15 日(日) 

OBSESSION CD 発売記念コンサート in 新潟 
場所 江南区文化会館(新潟市江南区茅野山 3-1-14) 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 一般 3,000 円(当日 3,500 円) /  

小学生以下 1,500 円(当日 2,000 円) / 未就学児 無料 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

チケット ヤマハミュージックリテアリンク新潟店 025-243-4312 

 江南区文化会館 025-383-1001 

 コンチェルト 025-225-0300 

 わたじん楽器ユニスタイル新潟センター 0120-973-011 

10 月 17 日(火) 

東京湾ホエールズ 安曇野めぐ留 
場所 Sound & Bar HOWL https://soundbarhowl.com/ 東京都中央区八丁堀 3 丁目 22-9 

 WISE OWL HOSTELS TOKYO B1F 

 東京メトロ日比谷線・JR 京葉線「八丁堀駅」B1 または A1 出口徒歩 30 秒 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 1,000 円 

出演 安曇野めぐ留(Vo) 田ノ岡三郎(accordion) 堀越 彰(Drums&Per)  

ご予約 Sound & Bar HOWL https://soundbarhowl.com/contact 
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10 月 21 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 
場所 富士市文化会館ロゼシアター 静岡県富士市蓼原町 1750 番地 

時刻 開場 18:00 / 開演 18:30 

料金 S 席 5,300 円 A 席 4,800 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

10 月 22 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 
場所 裾野市民文化センター 静岡県裾野市石脇 586  

時刻 開場 14:30 / 開演 15:00 

料金 全席指定 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

10 月 29 日(日) 

日本工学院かまた祭 デザインカレッジ 「ライブペインティング 2017」 

パットメセニー トリビュート 
場所 日本工学院専門学校 12 号館エントランスホール 

 蒲田駅西口 徒歩 1 分 

時刻 13:00〜13:30 

料金 観覧無料！ 

出演 Gt 篠崎保 Key 平下政志 Bs 原田博之 Dr 堀越 彰 
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11 月 2 日(木) 

Taizo's Blue Night 〜陣内大蔵の何となく Blue な夜〜 
場所 南青山 MANDALA http://www.mandala.gr.jp/aoyama/ 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:30 

料金 前売 4,000 円＋1drink / 当日 4,500 円＋1drink （整理番号順入場・全自由） 

出演 陣内大蔵(Vo) 

 堀越彰(Dr),原田博之(Ba),平下政志(Pf),他 

11 月 5 日(日) 

MiTAMA Voice Harmony Concert 響和の靈 第 2 章ー地球の音彩ー 
場所 神奈川県横浜市「あーすぷらざ・プラザホール」 

 横浜市栄区小菅ケ谷 1-2-1  

時刻 開場 16:00 / 開演 16:30 

料金 前売 3,000 円 当日 3,500 円 

出演 MiTAMA Voice Harmony (Cho.), 鬼無亮仁(Vo.・指揮) 

 小濱明人(尺八), Shige Yamamoto(P.) 

 トオイダイスケ(B.), 堀越彰(Ds.) 

ご予約 MiTAMA Voice Harmony info@mitamachoir.com 

11 月 7 日(火) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 
場所 北陸電力会館 本多の森ホール 石川県金沢市石引 4-17-1 

時刻 開場 18:00 / 開演 18:30 

料金 Ｓ席 5,300 円, Ａ席 4,800 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

11 月 9 日(木) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 
場所 長野ホクト文化ホール 長野市若里 1-1-3 

時刻 開場 18:00 / 開演 18:30 

料金 Ｓ席 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

11 月 10 日(金) 

伊藤多喜雄コンサート 2017 
場所 群馬音楽センター 群馬県高崎市高松町 28-2 

時刻 開場 18:00 / 開演 18:30 

料金 S 席 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

11 月 12 日(日) 

第 10 回津山市国際総合音楽祭 伊藤多喜雄コンサート 2017  
場所 津山文化センター 大ホール 岡山県津山市山下６８ 

時刻 開場 12:00 / 開演 12:30 

料金 一般 3000 円 大学生以下 1000 円 [全席自由] 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 宮坂流津山銭太鼓保存会希星会 

お問合せ 津山市国際総合音楽祭委員会 0868-24-7744 

 http://tsuyama-ongakusai.jp 
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11 月 14 日(火) 

ANTONIO GAMAZA-TSUYOSHI FURUHASHI SPANISH JAZZ PROJECT  

ＣＤ「InFocus」アルバム発売記念ライブ 
場所 南青山 MANDALA http://www.mandala.gr.jp/aoyama 

時刻 開場 18 時 30 分 開演 19 時 00 分 

料金 3,000 円 ＋1drink 別 

出演 ANTONIO GAMAZA（アントニオ・ガマサ）piano 

 旧橋 壮(ふるはしつよし)tenorsax,flute 

 MARK TOURIAN （マーク・トゥーリアン) bass 

 堀越 彰 drums 

 ゲスト：塩川 ゆう子(Vo) 

ご予約 南青山 MANDALA 03-5474-0411（16:00～） 

11 月 18 日(土) 

100th Anniversary SHUNABE Wine Tasting Party with OBSESSION 
場所 レンタルホール アーサー 

 (埼玉県草加市氷川町 2126-5 第 3 ケイユービル 5F, 東武伊勢崎線草加駅 徒歩 1 分 ) 

時刻 開場 14 時 30 分 開演 15 時 00 分 

料金 10,000 円(MUSIC・WINE・Soft Drink・FOOD) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 阿部 俊 

 電話/FAX:048-947-2782／携帯:080-1101-4861 

 E-mail info@shunabe.com 

11 月 20 日(月) 

旧橋 壮 JAZZ Quartet 
場所 大泉学園ゆめりあホール https://www.neribun.or.jp/yumeria.html 

 西武池袋線大泉学園駅北口徒歩 1 分 

時刻 開場 18 時 45 分 開演 19 時 00 分 

料金 前売り&当日 1,500 円(全席自由) 

出演 旧橋 壮(ふるはしつよし) tenorsax,flute 

 MARK TOURIAN （マーク・トゥーリアン) bass 

 堀越 彰 drums 

 Frederic Viennot piano  

 with 東京舞座（コンテンポラリーダンス） 

11 月 25 日(土) 

城山小学校新校舎落成式 OBSESSION 
場場所 世田谷区立城山小学校 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

 国士舘大学ブラスバンド 

備考 関係者のみ 

11 月 26 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート 2017   
場所 那須塩原市黒磯文化会館 栃木県那須塩原市上厚崎 490  

時刻 開場 17:30 / 開演 18:00 

料金 S 席 5,300 円, A 席 4,800 円, B 席 4,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄) & TAKiO BAND 

 小濱明人(尺八) 二代目藤田淳一・小山 豊(三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 ゲスト 仙波清彦(Ds・Per) 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

ご予約 MIN-ON インフメーションセンター 03-3226-9999 

 TAKiO プロモーション 044-844-2338 

後援 埼玉県／草加市／ＮＨＫさいたま放送局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
2
01

7 
 

 
 

  
  

  
  

 

12 月 3 日(日) 

My Country 
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 

 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 12:00 / start 13:00 

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 

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

12 月 9 日(土) 

OBSESSION 
場場所 アートカフェ フレンズ 

 (渋谷区恵比寿南 1-7-8 恵比寿サウスワン B1F, JR 恵比寿駅西口徒歩 2 分)  

 http://www.artcafefriends.jp 

時刻 Open 18:00 / Start 19:30 

料金 4,000 円(前売り) 4,500 円(当日) + 1drink 500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 アートカフェ フレンズ 03-6382-9050 

12 月 17 日(日) 

OBSESSION 
場所 蕨市立文化ホールくるる 多目的ホール (埼玉県蕨市中央 1-23-8) 

 http://warabi-fmpc.or.jp/kururu/ 

時刻 開場 13:30／開演 14:00 

料金 2,000 円(全席自由) 

 小学生以下 1,500 円(当日 2,000 円) / 未就学児 無料 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

 ゲスト：中井智弥（箏・三絃（生田流）／ 二十五絃箏演奏家、作曲家） 

チケット 蕨市立文化ホールくるる TEL：048-446-8311 

 kururu2@warabi.ne.jp 

 

 


