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1 月 9 日(火)～ 
1 月 28 日(日) 

黒蜥蜴 

原作:江戸川乱歩, 脚本:三島由紀夫, 演出:デヴィッド・ルヴォー 

場所 日生劇場(東京都千代田区) 

キャスト 中谷美紀,井上芳雄,相楽 樹,朝海ひかる,たかお鷹,成河 他 

公演日程 昼公演は 13:00 開演、夜公演は 18:00 開演です。 

 1/9(火)夜. 1/10(水)昼. 1/11(木)昼. 1/12(金)昼, 

 1/13(土)昼&夜, 1/14(日)昼, 1/16(火)昼, 

 1/17(水)昼, 1/18(木)昼, 1/19(金)夜, 1/20(土)昼&夜(夜は貸切公演),  

 1/21(日)昼, 1/23(火)昼&夜, 1/24(水)昼, 1/25(木)昼, 1/26(金)昼,  

 1/27(土)昼&夜, 1/28(日)昼 

料金 S 席 12,500 円 A 席 9,000 円（全席指定・税込） 

お問合せ 梅田芸術劇場メインホール 06-6377-3800（10:00～18:00） 

イベントページ http://www.umegei.com/kurotokage/ 

2 月 1 日(木)～ 
2 月 5 日(月) 

黒蜥蜴 

原作:江戸川乱歩, 脚本:三島由紀夫, 演出:デヴィッド・ルヴォー 

場所  梅田芸術劇場(大阪市北区茶屋町 19-1) 

キャスト  中谷美紀,井上芳雄,相楽 樹,朝海ひかる,たかお鷹,成河 他 

公演日程  2/1(木)18:00. 2/2(金)13:00, 

  2/3(土)12:00&17:00, 2/4(日)13:00, 2/5(月)12:00 

料金  S 席 12,500 円 A 席 9,000 円 B 席 5,000 円（全席指定・税込） 

お問合せ  梅田芸術劇場メインホール 06-6377-3800（10:00～18:00） 

イベントページ http://www.umegei.com/kurotokage/ 

2 月 8 日(木) 

めぐ留×堀越彰×田ノ岡三郎 「真冬の底無しジャズ」 

場所 LIVE HOUSE 曼荼羅 (東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-5-2) 

 http://www.mandala-1.com/ 

時刻 OPEN 18:30 / START 19:30 

料金 2,800 円(前売り予約 2,500 円)＋1 DRINK ORDER 

出演 めぐ留(Vo) / 田ノ岡三郎(aco) / 堀越彰(ds) 

お問合せ・ご予約 LIVE HOUSE 曼荼羅 0422-48-5003 (15:00-23:00) 

イベントページ https://www.facebook.com/events/316910445490039/ 

2 月 12 日(月・祝) 

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 14:00 開演 14:30 

料金 3,000 円＋税(１ドリンク付) 

出演 早坂紗知 泉邦宏(alto sax) 松本健一 藤原大輔(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 

イベントページ https://www.facebook.com/events/1833147530089762/ 

2 月 25 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.） 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/108183269941956/ 
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2 月 25 日(日) 

Toyo Swing Jazz 

場所 ららぽーと豊洲シーサイドデッキ 

時刻 Start 16:00 

料金 無料 

メンバー 日本工学院 Faculty Special 『Majestic MIKA Band』 

 (Vo 福盛未佳 Pf 平下政志 B 原田博之 Dr 堀越 彰) 

 武蔵野音楽大学 Zazz 

主催 日本工学院ミュージックカレッジ 

 蒲田キャンパスコンサート・イベント科 

3 月 3 日(土) 

DAISUKE & The BIG BROTHERS BAND ファーストアルバム発売記念ライブ !! 

場所 西荻窪 TERRA 

 (東京都杉並区西荻北 3-22-20 坂巻ビル 1F)  

 http://www.wood-corp.com/terra/ 

時刻 Open18:30 / Start19:00 

料金 Charge 3,000 円 + ドリンク 

出演 井川大輔(G) 吉田 健(B) 堀越 彰(Dr) 

お問合せ・ご予約 西荻窪 TERRA 03-3395-7611  

  terra@wood-corp.com 

3 月 17 日(土) 

第 2 回 ArtPotluck 堀越 彰 solo  

場所 スタジオ D21 新宿区四谷本塩町 8-10(四ツ谷駅 徒歩 8 分)  

 http://www.studiod21.co.jp/ 

スケジュール OPEN 12:00  

  (堀越 彰の出演は 15 時以降 Drum solo とトークをする予定です) 

  懇親会 17:00 (飲食持ち込み大歓迎) 

料金 プレイヤー 3,000 円（要事前申込み） 

 オーディエンス 1,000 円 

イベントページ https://www.facebook.com/events/1607286212681924/ 

お問合せ・ご予約 info@icon-channel.com 

3 月 24 日(土) 

天王洲キャナルジャズ 鈴木直樹 スウィングエース 

場所 天王州アイル 

時刻 鈴木直樹 スウィングエースの演奏時刻 

  ボンドストリートテラス(サブ会場)13:10～ 

  ボードウォーク (T-Lotus 前) 屋外メイン会場 17:10～ 

 天王洲キャナルジャズ自体は 3 月 24 日(土)11：40～18：00、 

 25 日(日)12：00～18:00 の２日間に渡って開催されます。 

料金 無料 

出演 鈴木直樹 スウィングエース 

  鈴木直樹 Cl&S.Sax, 宅間義之 Vib, 板垣光弘 Pf 

  佐瀬 正 B, 堀越 彰 Dr 

  池田なみ Vo(at 13:10), 鈴木史子 Vo(at 17:10) 

WEB サイト http://www.impetus.ne.jp/tsdsweb/tennoz-canal-jazz-201803/ 

3 月 27 日(火) 

OBSESSION ジャカルタ公演 前夜祭 !!  

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 18:30 開演 19:00 (1 時間休憩なし) 

料金 一般 3,000 円 学生 2,000 円 

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

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

3 月 30 日(金) 
3 月 31 日(土) 

OBSESSION Live in ジャカルタ 

場所 MOTION BLUE JAKARTA モーションブルージャカルタ  

時刻 両日とも Door Open: 6.00 pm Show Start: 8.30 pm 

料金 IDR(インドネシアルピア) 500,000 

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

お問合せ・ご予約 MOTION BLUE JAKARTA 

  +62-21-29039189(ジャカルタ） reservation@motionbluejakarta.com 

  https://instagram.com/motionbluejkt/ 
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4 月 6 日(金) 

第 15 回樺代子の部屋 

場所 JAZZ&BAR clipper 

 千葉市中央区中央港 1-24-14 シースケープ千葉みなと 1F 

 京葉線千葉みなと駅海側の出口より徒歩１分 

 (店横に民間有料駐車場有) 

時刻 start 19:00 

料金 2,500 円＋オーダー 

メンバー 本間樺代子（ピアノ，MC） 

 ゲスト 堀越彰（ドラム＆パーカッション） 

ご予約/お問合せ ミュージアムロフト tel. 0436-52-3521 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/418886155228601/ 

4 月 14 日(土) 

伊藤多喜雄&TAKiO Band  斜里漁港[衛生管理型]併用開始記念式典 

場所 斜里町(北海道) 

時刻  

料金 クローズド 

メンバー 伊藤多喜雄(Vo) 江草啓太(Pf)  

 二代目･藤田 淳一(津軽三味線) 依田 彩(Vn) 

 辻本好美(尺八) 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 

4 月 20 日(金) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット http://bflat.biz/ 

時刻 開場 18:30 開演 19:30 

料金 3,000 円 

メンバー 旧橋壮(ts,fl), 富樫春生(p), 日野了介(b),  

 堀越彰(ds), Winchester Nii Tete Boye(perc) 

ご予約/お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 (14:00-23:00) 

4 月 22 日(日) 

篠崎 保 ギターカルテット at 吉田町アート＆JAZZ フェスティバル 2018   

http://www.yoshidamachi.net/?p=7005 

場所 吉田町本通り（横浜市中区吉田町) 

時刻 11：00～17：30(詳細スケジュール未定） 

料金 無料 

メンバー Gt 篠崎 保、 Key 平下政志、Bs 原田博之、Drs 堀越 彰 

お問合せ 吉田町アート＆JAZZ フェスティバル実行委員会 TEL：045-252-7240 

備考 吉田町アート＆JAZZ フェスティバル 2018 は 4/21(土),22(日)の２日間開催されます。 

 両日とも近隣の野毛町にて「野毛大道芸」が開催予定です。 

4 月 26 日(木) 

『黒蜥蜴』劇中音楽を奏でる演奏会  

場所 晴れたら空に豆まいて 東京都渋谷区代官山町 20-20 モンシェリー代官山 B2 

 東急東横線代官山駅・正面口より徒歩 30 秒 

時刻 open 18:30 / start 19:00 

料金 全席自由 前売 3,500 円 当日 4,000 円 +1 ドリンク 600 円 

メンバー 〈Black&Shadows〉 江草啓太（ピアノ）twitter 北村聡（バンドネオン）twitter 

 向島ゆり子（バイオリン）HP 西嶋徹（ベース）HP 堀越彰（ドラム） 

ご予約 晴れたら空に豆まいて 03-5456-8880 (15:00〜23:00) 

4 月 29 日(日) 

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 03-6310-8871 http://koendoriclassics.com/ 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/394861670942208/ 
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5 月 5 日(土) 

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 

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 kamome TEL:045-662-5357  

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

5 月 9 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)  

 http://www.wood-corp.com/terra/ 

時刻 Open18:30 / Start19:00 

料金 Charge 3,000 円 + ドリンク 

出演 井川大輔(G) 吉田 建(B) 堀越 彰(Dr) 

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

5 月 17 日(木) 

横浜国際なんでも音楽祭 2018<春>『 うた祭り 』 

場所 横浜エアジン 神奈川県横浜市中区住吉町５−６０ 

 JR 関内駅 9 出口から徒歩約 1 分, 

時刻 open 19:00 / start 19:30 

料金 予約 2,500 円+drink 当日 3,000 円+drink 23 歳以下 1,000 円割引 15 歳以下無料 

出演 めぐ留(唄) 田ノ岡三郎(アコーディオン) 堀越彰 (ドラム) 

お問合せ・ご予約 横浜エアジン 045-641-9191 

後援 ノルウェー大使館/ポーランド大使館/スイス大使館 

 Sound Wave/ラントラクト/Musica Piano 

5 月 20 日(日) 

第 8 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 (定員 118 名) 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 

見学 無料 (一般の方もいらしてください) 

参加者 堀越クラス生徒 (+他クラス参加希望者) 

内容  希望する曲を CD に合わせて演奏 or バンドと一緒に演奏(8 分以内) 

 特別講師による模範演奏 

 全員参加でジャムセッション 

出演 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 

 

5 月 30 日(水) 

INSTINCT  愛と笑いと音楽と「ピノッキオ-pinocchio-」 

-もう嘘はつかない いたずらもしない 人間の子供になれるまで- 

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 南青山 MANDALA http://www.mandala.gr.jp/aoyama/ 

時刻 Open 18:30／Start 19:30 

料金 一般 4,000 円 学生 2,500 円 

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) 

チケット MANDALA 店頭 MANDALA 予約フォーム (予約開始 4 月 15 日より） 
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6 月 2 日(土) 

第４回「Shinshiro Jazz」 前夜祭 

場所 新城観光ホテル東館 愛知県新城市笠岩 11-1 http://www.sk-h.co.jp 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 8,000 円（食事付、座席指定） 

出演 Cl.&Sax. 鈴木直樹/青木 研(Bjo.)/江草啓太(Pf.) 

 魚谷のぶまさ(Bass)/堀越彰(Dr.) /宅間善之(Vib.)/牧原正洋(Tp.) 

お問合せ・ご予約 新城観光ホテル tel.0536-22-1234 

HP http://shinshiro-jazz.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/shinshiro.jazz/ 

6 月 3 日(日) 

第４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 

 https://www.shinshiro-bunka.jp/ 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 前売 一般 4,500 円、高校生以下 2,000 円 

 当日 一般 5,000 円、高校生以下 2,500 円 

 未就学児の入場はご遠慮ください。 

出演 Cl.&Sax. 鈴木直樹/青木 研(Bjo.)/江草啓太(Pf.) 

 魚谷のぶまさ(Bass)/堀越彰(Dr.) /宅間善之(Vib.)/牧原正洋(Tp.) 

チケット 前売券発売日：2018 年 4 月 1 日より 

HP http://shinshiro-jazz.com/ 

Facebook https://www.facebook.com/shinshiro.jazz/ 

6 月 10 日(日) 

OBSESSION in 安曇野 

場所 池田町創造館(長野県北安曇郡池田町大字会染 7770) 

 あづみ野池田クラフトパーク内 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 一般 2,500 円（当日 3,000 円）小中学生 1,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

チケット 池田町創造館 / 池田町公民館 / やすらぎの郷 

 北アルプス展望美術館 / 池田町スタインウェイピアノの会 

主催 池田町スタインウェイピアノの会 

後援 池田町教育委員会 / 信濃毎日新聞社 / 市民タイムス / 

 MG プレス / 大糸タイムス社 

お問合せ 池田町創造館 0261-62-6065 

6 月 11 日(月) 

OBSESSION アウトリーチプロジェクト 

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 

6 月 17 日(日) 

山下洋輔トーク＆ライブ 2018 Memory of ～相倉久人に捧ぐ 

場所 大手町・日経ホール 東京都千代田区大手町 1−3−7 日経ビル 

時刻 開場 15:30 開演 16:00 

料金 前売り 7,000 円､ 当日 7,500 円 全席指定 

内容 第 1 部トーク 

  山下洋輔 菊地成孔 

  藤森照信 (建築家・江戸東京博物館館長) 

 第 2 部ライブ 

  山下洋輔デュオ・プラス 

  山下洋輔 piano 堀越 彰 drums 菊地成孔 sax 

お問合せ ディスクガレージ 050-5533-0888 平日正午～午後７時 

主催 夕刊フジ（産経新聞社）  
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6 月 21 日(木) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット http://bflat.biz/ 

時刻 開場 18:30 開演 19:30 

料金 3,000 円+オーダー 

メンバー 旧橋壮(ts,fl), 富樫春生(p), 日野了介(b),  

 堀越彰(ds), Winchester Nii Tete Boye(perc) 

ご予約/お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 (14:00-23:00) 

6 月 28 日(木) 

OBSESSION in 大阪  

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  

今 クラシックが疾走する… 

場所 AZUL TERRACE 大阪市北区茶屋町 4-4 茶屋町ガーデンビル 5F 

時刻 開場 18:00 / 開演 19:30 

料金 一般 前売:4,000 円 当日:4,500 円 + 1drink 1charm 代 1,000 円 

 学生 前売:2,000 円 当日:2,500 円 + 1drink 1charm 代 1,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

お問合せご予約 AZUL TERRACE 06-6373-0220 (18:00-23:30) 

  Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

Facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/407274369753566/ 

6 月 29 日(金) 

OBSESSION in 徳島  

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  

今 クラシックが疾走する… 

場所 GOTO'S BAR ゴトーズバー徳島県徳島市秋田町 1-23 プラザパートⅡ 5F 

 https://sites.google.com/site/gotosbar/ 

時刻 開場 18:00 / 開演 19:00 

料金 4,000 円 (1 ドリンク込み) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

お問合せご予約 GOTO'S BAR ゴトーズバー 088-624-4888 

  Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

Facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/1633297150119303/ 

7 月 1 日(日) 

OBSESSION in 高槻  

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  

今 クラシックが疾走する… 

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

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

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) 

お問合せご予約 摂津響 Saal 080-3031-4311 info@settsukyosaal.com 

  Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

Facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/141327729914654/ 

7 月 13 日(金) 

フィリップ・エマール & フレンズ パリ祭 前夜 !  

Philippe Aymard & Friends 

The night befor Paris Bastille day 

場所 南青山 MANDALA http://www.mandala.gr.jp/aoyama/ 

時刻 Open 18:30／Start 19:30 

料金 一般 4,000 円 

出演 フィリップ エマール(Vo,Performance) 

 阿部 篤志(Pf) 堀越 彰(Drs,Per) 

 Special Guest ボール・ラザー Paul Lazar (Violin) 

チケット MANDALA 店頭 MANDALA 予約フォーム 
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7 月 25 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)  

http://www.wood-corp.com/terra/ 

時刻 Open18:30 / Start19:00 

料金 Charge 3,000 円 + ドリンク 

出演 井川大輔(G) 吉田 建(B) 堀越 彰(Dr) 

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

7 月 27 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) 鉄井孝司(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 28 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) 鉄井孝司(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(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 

J R 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  

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/172653510119608/ 

7 月 29 日(日) 

遠藤ミチロウ×めぐ留 2 マンライブ 

場所 APIA40 東京都目黒区碑文谷 5-6-9 B1 

時刻 open 18:30 / start 19:00 

料金 予約 3,000 円＋１ドリンクオーダー 

 当日 3,500 円＋１ドリンクオーダー 

メンバー 遠藤ミチロウ(ex.THE STALIN) 

 めぐ留(vo)+田ノ岡三郎(acc)+堀越彰(dr) 

ご予約/お問合せ APIA40 TEL:03-3715-4010  ticket@apia-net.com 
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8 月 4 日(土) 

茂木大輔の生で聴く“のだめカンタービレ”の音楽会  

スクリーンの美しいイラストと解説とともに名曲を楽しめる“のだめ”の音楽会。 

1 日目は学園祭伝説のステージ、千秋のブラームス！ 

華々しい指揮者デビューを果たした「ブラ 1」と、その後マルレ･オケの定期公演で指揮した「ハイ

ドンの主題による変奏曲」、2 つのブラームスの名作で指揮者千秋の歴史をたどります！ 

そしてジャンルを超越した豪華ユニット“OBSESSION”が「のだめ音楽会」初参戦！ 

桃ケ丘音大の学園祭で伝説となったあの曲で新たな伝説が!?期待が高まりマス！ 

場所 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO 大ホール http://www1.gcenter-hyogo.jp/ 

 兵庫県西宮市高松町 2−22 

時刻 開場 14:15 開演 15:00 

料金 S 席 6,800 円, A 席 5,800 円, B 席 4,800 円 

 2 公演セット券 13,000 円 

出演 ［指揮］茂木大輔(企画・おはなし) 

 OBSESSION (三舩優子、堀越彰)  

 兵庫芸術文化センター管弦楽団 

プログラム ブラームス：ハイドンの主題による変奏曲 作品 56a 

  ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー (OBSESSION) 

  ブラームス：交響曲 第 1 番 ハ短調 作品 68 

主催 カンテレ 兵庫県 兵庫県立芸術文化センター キョードー 

8 月 5 日(日) 

OBSESSION in 高槻 for KIDS  

OBSESSION による関西初のワークショップを行います。 

バッハからラヴェル、ガーシュインまでを一気に体験＆体感できる新感覚のワークショップです。 

"大人でも楽しめる"との評判もあり、大人の方のみのご参加も大歓迎です。 

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

時刻 昼の部 開場 12:30 / 開始 13:00 / 終了 14:00 

 夜の部 開場 15:30 / 開始 16:00 / 終了 17:00 

料金 子供 2,500 円 大人 2,500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

お問合せご予約 摂津響 Saal 080-3031-4311 info@settsukyosaal.com 

  Office OBSESSION obsessionclassic@gmail.com 

主催 ハンガリーの夕べ実行委員会 Facebook 

8 月 12 日(日) 

美音プレミアムコンサートシリーズ  フィリップ・エマール & フレンズ 

場所 多目的ホール 美音 mion (福岡県田川市大字弓削田関の山 3782-1 

 http://www.ikeno-okuen.com/news/34.html 

料金 10,000 円（税込） ※お飲物代は別途頂戴いたします 

 チケット料金には以下の内容が含まれています。 

 ◆ 多目的ホール美音でのコンサート 

 ◆ フランス料理 ベルセゾンナカムラでのお食事 

 ◆ 中村美術館鑑賞 

時刻 開場 14:30 開演 15:00 （終演予定 17:00） 

出演 フィリップ エマール(Vo&Performance) 

 阿部篤志 (Piano) 谷 源昌(Bass) 堀越 彰(Drums&Per)  

お問合せ 中村美術館 0947-42-1018（受付 10:00～17:30 毎週木曜定休） 

8 月 14 日(火) 

藤井郷子オーケストラ東京 公開レコーディング 

場所 江古田『Buddy』 (東京都練馬区旭丘 1-77-8 双葉会館 B2) 

 http://www.buddy-tokyo.com/ 

 西武新宿線江古田駅南口すぐ、都営地下鉄大江戸線新江古田駅 A2 出口徒歩 7 分 

時刻 開場 19:00 / 開演 19:30 

料金 予約 3,000 円, 当日 3,500 円＋１ドリンクオーダー 

出演 早坂紗知 泉 邦宏(alto sax) 

 松本健一 藤原大輔(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) 

 永田利樹(bass) 堀越 彰(drums) 

お問合せ・ご予約 江古田『Buddy』 03-3353-1152 buddy@abox2.so-net.ne.jp 
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8 月 19 日(日) 

風動-跨界音樂培訓計畫 Taipei Master Concert ～台北大師音樂會 ～ 

場所 The Odeum, National Taiwan University(国立台湾大学 雅頌坊） 

料金 NDT800 (NDT=台湾ドル)(おおよそ 3,000 円:レートによって変動します） 

時刻 開演 19：00 

出演 LOTUS POSITION(小濱明人＆堀越彰) 

 KoSwing Big Band 

 彭郁雯(piano) 

 關家傑(Alan Kwan, guitar) 

 蔡凱麟(trumpet) 

 Vincent Lin 林長志(竹笛) 

ゲスト： 楊曉恩(Shawna Yang,sax) Cheng-Yu Lee(sax) 

ご予約 維克音樂工作室 VicMusic（vicmusickh@gmail.com） 

 メール(英語または中文)にてご予約の上、当日受付にて現金をお支払いください。 

Facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/1980353618676020/ 

8 月 20 日(月)～ 
8 月 24 日(金) 

風動-跨界音樂培訓計畫 

Crossover Music Camp ～跨界音樂營 ～ 

場所 台南文化創意産業園区(台湾,台南市東區北門路二段 16 號) 

 http://www.b16tainan.com.tw/ 

対象 受講生 

テーマ Lesson of crossover (Instrumental methods) 

 LOTUS POSITION とその音楽はどのようにして生まれたか 

 (How we create "LOTUS POSITION" and music?) 

 Crossover combo lesson 

講師 KoSwing Big Band, 小濱明人, 堀越 彰 

Facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/1980353618676020/ 

8 月 26 日(日) 

風動-跨界音樂培訓計畫 

Tainan Master Concert ～台南大師音樂會～ 

場所 涴莎藝術展演中心 永華館(台湾,台南市永華一街 75 號) 

 WAN SHA PERFORMING ARTS CENTER 

 http://www.wsa.com.tw/ 

料金 NDT700 (NDT=台湾ドル) 

 (おおよそ 2,600 円:レートによって変動します） 

時刻 開演 19:30 

出演 LOTUS POSITION(小濱明人＆堀越 彰)、 

 KoSwing BigBand、Emme 

ご予約 維克音樂工作室 VicMusic（vicmusickh@gmail.com） 

 メール(英語または中文)にてご予約の上、当日受付にて現金をお支払いください。 

Facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/1980353618676020/ 

8 月 29 日(水) 

J OBSESSION タミヤコンサート 2018 夏  

場所 静岡音楽館 AOI ホール(静岡市葵区黒金町 1 番地の 9) 

 http://www.aoi.shizuoka-city.or.jp/ 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 無料（招待券が必要です） 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

主催 株式会社タミヤ 

8 月 31 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION "夏の終わりに"  

今年の夏もそろそろ後半 NY スタンウェイが似合う下北沢の素敵な空間で夏の終わりを惜しみ 

この夏の出来事などを語りながら過ごす  OBSESSION "夏の終わりに" リラックスした時をお

贈りします 

場所 下北沢アレイホール 世田谷区北沢 2-24-8 下北沢アレイビル 3F 

 http://alleyhall.music.coocan.jp/hall/  

 小田急線・井の頭線下北沢駅北口より徒歩 2 分 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 一般 4000 円 学生 2000 円 ドリンク付き 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 Office OBSESSION 080-5420-6415  obsessionclassic@gmail.com 
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9 月 1 日(土) 

My Country 

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 

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  

 amome@yokohama-kamome.com 

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

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/214482449398453 

9 月 2 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート 2018 ～民謡のさらなる新天地へ～ 

場所 栃木県宇都宮市文化会館 大ホール 

 都宮市明保野町 7-66 

時刻 開演 15:00 

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) 小山豊・小山清雄(津軽三味線) 

 高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

 堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

 日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

9 月 8 日(土) 
9 日(日) 

第 10 回ジャカルタ日本祭り JAK-JAPAN MATSURI 2018 

場所 ブンカルノ競技場 南東広場 

料金 １日券：４万ルピア（日本円で約 300～400 円） 

出演 OBSESSION (三舩優子、堀越彰)  

以下 17:00～21:30 に開催される音楽祭の出演者 

 KB48(一部)、スキマスイッチ、JKT48、Kiroro、 

 aisa (Official Music Video) 

 ndien (YouTube チャンネル) 

 syana (YouTube チャンネル) 

 RAN の出演日時は 9/8(土) 16:20-16:50) 

OBSESSION 出演タイムスケジュール 

9 月 8 日（土）メインステージ 

   15:05-15:35 OBSESSION 

9 月 9 日(日) メインステージ(JJM スペシャルセッション) 

   15:30-15:45 OBSESSION 

   15:45-15:55 OBSESSION フィーチャリング 向香織(Vo) 

   15:55-16:10 かりんとう フィーチャリング 向香織 

   16:10-16:20 応援歌披露(向 香織 with チアリーディング)  

      with OBSESSION & かりんとう 

司会 アヤナ・シャハブ(JKT48 TeamT キャプテン)  

 藤ひろあき(ジャカルタアジア大会公式ソング日本語版歌手) 

 ロディー・ヌランダニ・ラクサニ(元 JKT48) 

主催 JJM(ジャカルタ日本祭り実行委員会) 

WEB http://www.jakjapanmatsuri.id/index-jpn.html 

プログラム掲載ページ ttp://www.jakjapanmatsuri.id/acara-jpn.html 

協力 日本大使館、ジャカルタ特別州政府 

9 月 12 日(水) 

OBSESSION for Kids in シンガポール 

場所 Eis International Pre School ttp://www.eisintl.com/ 

対象 関係者のみ 

出演 OBSESSION (三舩優子、堀越彰) 

9 月 16 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート in 繭蔵(まゆぐら) 

場所 東青梅・繭蔵(まゆぐら) 東京都青梅市西分 3-127 

時刻 開場 15:00 開演 15:30 

料金 4,000 円(ドリンク付) 

出演 伊藤多喜雄(唄)  

 代目藤田淳一(津軽三味線)・辻本好美(尺八) 

 保田 桃(ピアノ)・堀越 彰(ドラム） 

ご予約 繭蔵(まゆぐら) 0428-21-7291 http://mayugura.com 
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9 月 23 日(日) 

第 22 回音の祭り・伊藤多喜雄コンサート 

場所 高松国分寺ホール http://kokubunji-hall.jp/ 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 入場料¥500(先着 400 名) 

出演 伊藤多喜雄(唄)  

 TAKiO BAND 

   小濱明人(尺八) 小山清雄(津軽三味線) 

   高橋香織(Vn) 柴田敏孝(Pf) 竹田弘樹(B) 

   堀越 彰(Ds) 

 オープニング演奏：NPO 法人讃岐国分寺太鼓保存会 

 共演(踊り)：現代舞踊研究会「土曜族」×香川短期大学ダンス部 

9 月 29 日(土) 

町田発! にっぽん発信プロジェクト 第２奏 民謡のチカラ "伊藤多喜雄列伝" 

場所 まほろ座 MACHIDA  東京都町田市森野 1-15-13 パリオビル B1F 

 http://www.mahoroza.jp/ 

時刻 開場 12:30 開演 13:30 

料金 前売 4,000 円 / 当日 4,500 円(別途 2 オーダー以上) 全席指定 

出演 伊藤多喜雄(唄)  

 二代目藤田淳一(津軽三味線) 辻本好美(尺八) 

 竹田弘樹(Bass) 久保田 桃(ピアノ) 手鹿郁美(Sax)  

 堀越 彰(ドラム） 

ご予約 まほろ座 042-732-3139(16:00-19:30) ticket@mahoroza.jp 

10 月 3 日(水) 

伊藤多喜雄コンサート 2018 ～民謡のさらなる新天地へ～ 

場所 茨城県 ひたちなか市文化会館 茨城県ひたちなか市青葉町１−１ 

 http://business4.plala.or.jp/h-lcs/bunka/b-top.html 

時刻 開演 18:30 

料金 5,300 円 

出演 伊藤多喜雄(唄)  

 TAKiO BAND 

   小濱明人(尺八) 小山豊・小山清雄(津軽三味線) 

   高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

   堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

   日芸舞踊団「若竹」(踊り) 

10 月 6 日(土) 

ACT ON TV project session BAND  Live at CATFISH TOKYO 

場所 CATFISH TOKYO 

 東京都大田区蒲田 5-30-15 下川第 20 ビル B103 

 JR 蒲田駅「東口」より徒歩 3 分／京急蒲田駅「2 番出口」より徒歩 3 分 

 http://www.catfishtokyo.net 

時刻 open 18:30 / start 19:00 

料金 2,500 円+1drink オーダー 

出演 Gt 野村大輔 Vo 福盛未佳 

 Key 平下政志 Bs 原田博之 Dr 堀越 彰 

 Guest Vo 大森裕斗 

10 月 8 日(月・祝) 

My Country 

場所 公園通りクラシックス (渋谷区宇田川町 19-5) http://koendoriclassics.com/ 

時刻 開場 12:30 開演 13:00 

料金 charge 3,000 円 

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 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/514784392300677/ 
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10 月 13 日(土) 

碧南市制 70 周年記念事業 ここから 

碧南市芸術文化ホール 25 周年記念事業 

三舩 優子×堀越 彰 OBSESSION コンサート  

場所 碧南市芸術文化ホール エメラルドホール (愛知県) http://www.emerald-hall.jp/ 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

時刻 【全席指自由・税込】  

 〇一般：2,500 円（当日 3,000 円） 

 〇学生：1,000 円（当日 1,500 円） 

 〇エメラルド会員：2,000 円（当日同じ） 

 ※未就学児はホールへの入場不可 

 ※親子室あります（同一料金・会場へ予約要） 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

10 月 14 日(日) 

三舩 優子×堀越 彰 OBSESSION in 小牧市  

場所 小牧市味岡市民センター(愛知県) https://www.komaki-bunka.or.jp/venue/venue4/ 

時刻 開場 14:30 / 開演 15:00 

時刻 一般 2,500 円 、U25(25 歳以下) 1,000 円 U25 券は当日証明書提示必要 

 未就学児童入場不可 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

お問合せ こまき市民文化財団 事業グループ:0568-71-9700 

10 月 24 日(水) 

INSTINCT & SERENDiPiTY  
"愛と笑いの HalloweenNight 2018 

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 

そして美しき歌姫 MiHO 

2 年の時を経て 5 人が放つ 大人のスペシャルハロウィンナイト 

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 http://www.mandala.gr.jp/aoyama/ 

時刻 Open 18:30／Start 19:30 

料金 一般 4,000 円 

出演 堀越 彰 Akira Horikoshi(Drs,Per) 

 フィリップ エマール Philippe Aymard (Vo,Performance) 

 白土庸介 Yosuke Shirato (Guitar)  

 フレデリック ヴィエノ Frederic Viennot (Pf,Key) 

 MiHO (Vocal) 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/296115291120212 

10 月 28 日(日) 

伊藤多喜雄コンサート 2018 ～民謡のさらなる新天地へ～ 

場所 栃木県 足利市民会館 栃木県足利市有楽町８３７ 

 http://www.watv.ne.jp/~aka-hall/ JR 両毛線足利駅徒歩 20 分 or タクシー10 分) 

時刻 開演 15:00 

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) 小山豊・小山清雄(津軽三味線) 

  高橋香織(Vn) 江草啓太(Pf) 竹田弘樹(B) 

  堀越 彰(Ds) めぐ留(Cho) 

  日芸舞踊団「若竹」(踊り) 
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11 月 5 日(月) 

大貫祐一郎 CD 発売記念 1st ソロライブ 

場所 eplus LIVING ROOM CAFE & DINING 渋谷区道玄坂 2-29-5 渋谷プライム 5F 

 https://livingroomcafe.jp/ 

時刻 Open 18:30 / Start 19:30 

料金 全席指定 センター席 6000 円/サイド席 5500 円 

 (税込、飲食代１フード１ドリンク別途) 

メンバー Pf.大貫祐一郎 

 バンド：Ba.村上 聖、Dr.堀越 彰 

 友情出演：彩吹真央、木村花代 

お問合せ イープラス・ライブ・ワークス 03-6452-5650(平日 11:00~18:00) 

主催 グランアーツ 

共催 イープラス・ライブ・ワークス 

11 月 8 日(木) 

三舩 優子×堀越 彰 OBSESSION in 夙川  

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 

場所 Gallery NU-VU (兵庫県西宮市霞町 3-28)  http://gallery.nuvu.jp 

 阪急神戸線夙川駅徒歩 7 分 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 一般 4,000 円 / 学生 2,000 円 ドリンク別 500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

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

 Gallery NU-VU 0798-20-6385 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/564031407384732/ 

11 月 9 日(金) 

三舩 優子×堀越 彰 OBSESSION in 岡山市  

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 

共にゆかりのある岡山県で初めて行うコンサート 2days 

各地で絶賛の唯一無二のサウンドを体験してください 

場所 岡山シンフォニーホール イベントホール(岡山市北区表町 1-5-1) 

 http://www.okayama-symphonyhall.or.jp/ 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 一般 前売り 3,500 円 当日 4,000 円 

 学生 前売り 2,000 円 当日 2,500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

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

 岡山シンフォニーホール(事務所) 086-234-2001 (9:00-17:00) 

主催 Office OBSESSION 

11 月 10 日(土) 

三舩 優子×堀越 彰 OBSESSION in 新見市  

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 

共にゆかりのある岡山県で初めて行うコンサート 2days 

各地で絶賛の唯一無二のサウンドを体験してください 

場所 新見市 哲多総合センター (岡山県新見市哲多町本郷 664-1) 

時刻 開場 13:30 / 開演 14:00 

料金 大人 2000 円 / 中・高・大学生 500 円 / 小学生 保護者同伴で無料 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

チケット/お問合せ 新見市 哲多総合センター 0867-96-2010 

主催 音楽で潤いと絆のある町を作る会 

後援 新見市教育委員会 
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11 月 18 日(日) 

My Country 
場所 Cafe & Livespot FJ's 東京都 目黒区中目黒 5-1-20 http://fjslive.com/ 

時刻 開場 12:00 開演 12:30 

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 03-6303-1214 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/2341838189165801/ 

11 月 23 日(金) 

LOTUS POSITION 
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 小濱明人［尺八］堀越彰［ドラム］ 

ご予約 STUDIO73 オフィス tel.072-661-7300 studio73@saxonz.com 

11 月 28 日(水) 

LOTUS POSITION 

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 

時刻 開場 17:30 / 開演 19:30 

料金 予約 4,000 円／当日 4,500 円 

出演 小濱明人［尺八］堀越彰［ドラム］ 

ゲスト フレデリック・ヴィエノ Frédéric Viennot［ピアノ］ 

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 

1 月 29 日(木) 

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)   

 http://www.wood-corp.com/terra/ 

時刻 Open18:30 / Start19:30 

料金 Charge 2,500 円 + ドリンク 

出演 井川大輔(G) 吉田 建(B) 堀越 彰(Dr) 

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

12 月 8 日(土) 

ワインと音楽の夕べ  三舩 優子×堀越 彰 OBSESSION   

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 

場所 レンタルスペース＆サロン Dolce  (熊本市中央区本荘 6 丁目 12-3)  

 https://dolcehonjou.wordpress.com/ 

内容 第１部：コンサート (16:30 開場） 17:00～18:15 

 第２部：ワインと料理のマリアーシュ(18:45 開場） 19:00～21:30 

 ワインソムリエ：川上千恵氏 

 1,2 部間ダイニングルームにてソフトドリンクのサービス有り 

料金 1 部のみ 5,500 円(ペアチケット 10,000 円) 

 1,2 部 15,000 円(ペアチケット 26,000 円) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

ご予約 レンタルスペース＆サロン Dolce 096-373-0088 (9:00-20:00) 

主催 葉山悠子 https://www.facebook.com/yhayama1 

共催 レンタルスペース＆サロン Dolce 株式会社 川上酒店 

12 月 8 日(土)～ 
12 月 28 日(金) 

音楽劇「道」  特設サイト：http://www.umegei.com/michi2018/ 

場所 東京都 日比谷 日生劇場 

脚本 ゲイブ・マッキンリー 

演出 デヴィッド・ルヴォー 

原作 フェデリコ・フェリーニ『道』 

出演 草彅 剛 フィリップ・エマールほか 

料金 オンステージシート 10,000 円 S 席 10,000 円 A 席 8,000 円 

 http://www.umegei.com/michi2018/ 

演奏 江草啓太 坂上 領 湯浅佳代子 高良久美子 堀越 彰/丹 寧臣 

備考 堀越彰は全 26 公演中、下記 18 公演に参加します 

12/9(日)13 時/18 時, 12/10(月)13 時, 12/13(木)13 時,  

12/16(日)13 時/18 時,12/17(月)13 時, 12/19(水)14 時/19 時,  

12/20(木)13 時, 12/21(金)13 時, 12/22(土)13 時/18 時, 

12/24(月)13 時, 12/26(水)14 時/19 時, 12/27(木)13 時, 
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12 月 11 日(火) 

ベタニアの家チャリティーコンサート 

場所 練馬文化センター小ホール (東京都練馬区練馬 1-17-37)  

時刻 開場 17:30 開演 18:00 

料金 自由席 3,000 円（小学生まで無料） 

メンバー 鈴木直樹＆スウィングエース 

  鈴木直樹 Cl&S.Sax, 青木研 Bjo., 宅間義之 Vib,  

  板垣光弘 Pf, 大塚義将 B, 堀越 彰 Dr 

チケット購入方法 「ベタニアの家」Web サイトの下記ページをご参照ください。 

  http://www.jiseikai.jp/news_detail/index12.html 

お問合せ ベタニアの家チャリティーコンサート実行委員会事務局 

 電話：03-3387-5567 ※法人本部事務局内（平日 10：00～17：00） 

12 月 13 日(木) 

鈴木直樹 & SWING ACE ORCHESTRA 

場所 赤坂ビーフラット http://bflat.biz/ 

時刻 Open18:30 Start19:30 

料金 charge: ¥4,000(予約), ¥4,500(当日), 学生各 1,500 円引き 

メンバー 鈴木直樹(cl,sax,leader) 

  tp: 菊池成浩, 城谷雄策, 小松悠人, 竹内悠馬 

  tb: 三塚知貴, 秋永岳彦, 和田充弘 

  sax: 白石幸司, 伴田 裕, 松元啓祐, 大内満春 

  阿部篤志(p), 齋藤順(b), 堀越彰(ds) 

  guest: 和田明(vo). 

ご予約/お問合せ 赤坂ビーフラット 03-5563-2563 

12 月 14 日(金) 

FRED ZAK & AKIRA -Time Travelers- 

場所 公園通りクラシックス(渋谷区宇田川町 19-5)  http://koendoriclassics.com/ 

時刻 Open19:00 Start19:30 

料金 予約 3,500 円 当日 4,000 円 

メンバー Frederic Viennot(Piano&Synth) 

 Zak Croxall(e-Bass)  

 Akira Horikoshi (Drums&Percussion) 

ご予約/お問合せ 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

12 月 23 日(日) 

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 

出演者 原田直之 

  藤娘 

  舞踊：原田花朋 ドラム：原田大和 

  演奏： 三味線 原田真木・原田直真砂  尺八 米谷和修  鳴り物 山中明美 

    お囃子 堀征子・江島ちあき 

    バンド バックベイサウンドオーケストラ 

        Gt:篠崎保 Pf:平下政志 Key:樺山潤一郎 Bs:原田博之 

        Dr:堀越彰 Cho:尾崎久美子/横山愛美  

お問合せ 原田直之音楽事務所 03-3921-5155 

12 月 25 日(火) 

My Country Christmas live 

場所 公園通りクラシックス (渋谷区宇田川町 19-5) http://koendoriclassics.com/ 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 charge 3,000 円 

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 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

facebook イベントページ https://www.facebook.com/events/537828333349271/ 

12 月 31 日(月) 

イヤーエンドプレミアムブッフェ 鈴木直樹 & SWING ACE 

場所 グランドプリンスホテル新高輪 大宴会場 飛天（ご宿泊のお客様のみのご案内になります） 

時刻 18:30 - 20:30 

メンバー Cl.&Sax. 鈴木直樹 

 Pf. 板垣光弘 Bass 鉄井孝司 Dr.堀越 彰 Vib.宅間善之 

お問合せ 高輪ニューイヤープラン事務局  0120-002-792 

 


