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1 月 5 日(土) 

My Country 

場所 下北沢 ラウン 

 世田谷区北沢 2-34-8 北沢 KM ビル http://lown.jp/ 

時刻 開場 12:30 開演 13:00 

料金 2,500 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 info@lown.jp03-6407-1919 

1 月 10 日(木) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION 新春のご挨拶ライブ!  

場所 白寿本社ビル 1 階ロビー 渋谷区富ヶ谷 1-37-5 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

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) 

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

1 月 12 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート in 溝の口 

場所 川崎市高津区民館(ノクティホール) 

川崎市高津区溝口 1-4-1 ノクティ 2 12F 

時刻 開場 14:30 開演 15:00 

料金 前売￥4,000 当日￥4,500【全席指定】 

出演 伊藤多喜雄(唄) 

ゲスト：小室 等 

 TAKiO BAND 

   二代目 藤田 淳一:津軽三味線 

   小山豊:津軽三味線 

   小濱明人:尺八 

   竹田弘樹:ベース 

   江草 啓太:ピアノ 

   高橋香織:バイオリン 

   堀越 彰:ドラム(ドラム) 

   めぐ留(コーラス) 

チケット チケットぴあ：P コード 133-117 (販売終了) 

お問合せ TAKiO プロモーション:044-844-2338 

1 月 19 日(土)) 

西脇基金応援団 presents 2019 New Year Concert 

～皆で楽しむビッグバンド・コンサート～ 

鈴木直樹 & SWING ACE ORCHESTRA 

場所 杉並公会堂 大ホール http://www.suginamikoukaidou.com 

時刻 開場 15:00 開演 15:30 

料金 前売り 指定 S 席 4,500 円 A 席 4,000 円 

 自由席 3,000 円 学生 1,500 円（2 階は全て自由席) ※学生券は自由席のみ 

メンバー 鈴木直樹(cl,sax,leader) 

 tp:菊池成浩, 城谷雄策, 小松悠人, 砂川隆丈 

 tb:大迫明, 三塚知貴, 秋永岳彦 

 sax:土井徳浩, 伴田 裕, 大内満春, 宮木謙介 

 Pf.:阿部篤志, Bass:齋藤 順, Dr:堀越 彰 

 Bjo.&Gt. 青木研, Vib.宅間善之 

 ゲスト Vo.和田 明 

主催 西脇基金応援団 

共催 西脇基金を支える会 

後援 東京都社会福祉協議会 

主管 スウィングエース（鈴木直樹音楽事務所） 

協賛 榮太樓総本舗 / ㈱内藤音楽事務所 

協力 杉並公会堂（㈱京王設備サービス） 
西脇基金とは●東京都社会福祉協議会 / 西脇基金とは● 児童養護施設や里親から巣立ち、大学、短

大、専門学校等に進学する児童の修学に要する費用を給付し、児童福祉の向上に寄与するために運営され

ており、社会福祉法人東京都社会福祉協議会内に設置されています。西脇基金への寄附金は社会福祉法

人東京都社会福祉協議会への寄附金として受け入れ、その全額を西脇基金に組み入れます。東京都社会

福祉協議会に対する寄附金は所得税法上の特定寄附金として所得控除の対象となります。 
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2 月 10 日(日) 

伊藤多喜雄 and LOTUS POSITION at FJ's -寒月の夜- 

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 16:30 開演 17:00 

料金 自由席 前売&予約 3,500 円 当日 4,000 円（別途１ドリンクオーダー要） 

メンバー 伊藤多喜雄(唄) 小濱明人(尺八) 堀越彰(ドラム) 柴田敏孝(ピアノ) 

ご予約 Livespot FJ's info@fjslive.com tel:03-6303-1214 

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

2 月 18 日(月) 

藤井郷子オーケストラ東京 CD Kikoeru リリース・ライブ 

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 19:30 開演 20:00 

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) 

 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 

3 月 9 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) 

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

時刻 Open18:00 / Start19:00 

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 

3 月 10 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 Livespot FJ's info@fjslive.com tel:03-6303-1214 

3 月 16 日(土) 

伊藤多喜雄コンサート  

場所 愛知県丹羽郡扶桑町 扶桑文化会館 名鉄犬山線扶桑駅下車徒歩 7 分 

 http://www.md.ccnw.ne.jp/fusobunka/ 

時刻 開場 14:30 開演 15:00 

料金 一般 2,500 円会員/2,200 円/学生 1,000 円 ※全席指定 

出演 伊藤多喜雄(唄) 

 TAKiO BAND 

  小山豊:津軽三味線 小濱明人:尺八 竹田弘樹:ベース 

  栗林すみれ:ピアノ 堀越 彰:ドラム 

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

3 月 22 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION at Hakuju "さくらさく" 

場所 白寿本社ビル 1 階ロビー 渋谷区富ヶ谷 1-37-5 

 地下鉄千代田線代々木公園駅出口 1 から徒歩 5 分 

 小田急線代々木八幡駅南口より徒歩 5 分 

時刻 開場 18：30 開演 19:00 (60 分休憩無し） 

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) 

3 月 30 日(土) 

OBSESSION 春休みスペシャルライブ 

場所 福岡県福津市文化会館 カメリアホール 福岡県福津市津屋崎 1-7-2 

時刻 開場 15:30 開演 16：00 

料金 一般 3,000 円(高校生以上) 小・中学生 1,000 円 当日は 500 円アップ 

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

主催 福津市複合文化センター共同企業体 

備考 楽器体験コーナーもございます。 
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4 月 7 日(日) 

My Country 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 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

4 月 24 日(水) 

堀越彰 & 山下洋輔 Duo plus 

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

時刻 Open 18:30 Start 19:30 

料金 予約 4,000 円 当日 4,500 円 (1drink 別途要) 

メンバー 堀越彰（Drums & Per）／山下洋輔 （Piano） 

ゲスト  小濱明人（尺八） 

4 月 27 日(土) 

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 2019  

場所 吉田町本通り（横浜市中区吉田町) 

時刻 11：00～17：30 

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 2019 は 4/27(土),28(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。 

5 月 2 日(木・祝) 

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 Livespot FJ's info@fjslive.com tel:03-6303-1214 

5 月 5 日(日) 

第９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 24 日(金) 

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 Open18:00 / 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 25 日(土) 

TAKiO WORLD in JZ Brat ～民謡とジャズの出会い～ 

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 Open 16:30 Start 18:00 （20:30 終演予定） 

料金 入替なし 予約￥6,000 当日￥6,500（ドリンク・フード別料金） 

メンバー 伊藤多喜雄（唄） 

 鈴木勲（Bass）／坂田明（Sax）／佐藤允彦（Piano）／ 

 小山豊（津軽三味線）／小濱明人（尺八）／堀越彰（Ds.） 

ご予約 JZ Brat 【電話＆web 予約】2 月 1 日(金)15:00〜 

 (03 5728-0168／受付時間は平日 15:00～21:00) 

お問合せ TAKiO プロモーション:044-844-2338 info@takiopro.com 
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6 月 1 日(土) 

大田区&東松島市 絆音楽祭 

場所 日本工学院専門学校 3 号館地下 1 階大講義室 

時刻 OPEN 10:00 / START 10:30 

料金 入場無料&入場自由 

出演 JMC(城南信用金庫音楽部) 

 大田区立東調布中学校 箏 三味線部 

 大田区立大森第十中学校チアリーディング部 

 ノビリーヒルズ 

 アフリカン ジェベバラ 

 絆オールスターズ 

 the same sky(ウクレレバンド) 

 TTT(TSUNAGU Teenager Tourguide of NOBIRU) 

 日本工学院スペシャルバンド 

   Bass 原田 博之 Vocal 佐藤 舞 Guest Vo 大森 裕斗 

   Violin 森 里子 Keyboard 平下 政志 Drums 堀越 彰   

6 月 8 日(土) 

第５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.)/高岡正人(Pf.) 

 魚谷のぶまさ(Bass)/堀越彰(Dr.) /宅間善之(Vib.) 

 牧原正洋(Tp.) 

ご予約 新城観光ホテル tel.0536-22-1234 

6 月 9 日(日) 

第５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 12:50 / 開演 13:30 

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.)/高岡正人(Pf.) 

 魚谷のぶまさ(Bass)/堀越彰(Dr.) /宅間善之(Vib.) 

 牧原正洋(Tp.) 

 スペシャルゲスト 古田てるみ(Vo.) 

6 月 19 日(水) 

INSTINCT -愛と笑いと音楽と-  
 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 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) 

 田中真聡 Masato Tanaka (Kinetic Artist) 

 スペシャルゲスト ポール・ラザー Paul Lazar (Violin) 

6 月 22 日(土) 
伊藤多喜雄 

場所 知床 

6 月 23 日(日) 
伊藤多喜雄 

場所 知床 
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6 月 27 日(木) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 沖縄 

場所 アルテ赤田ギャラリーホール http://www.arte-house.info 

 那覇市首里赤田町 3-26 

時刻 OPEN 19:30 / START 20:00 

料金 一般 2,500 円 学生 1,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 ファリャ:火祭りの踊り 

 ボロディン:ダッタン人の踊り 

 ラフマニノフ:前奏曲「鐘」~ パガニーニの主題による狂詩曲 第 17/18 変奏 

 ガーシュウィン : ラプソディ・イン・ブルー 他 

6 月 28 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 沖縄 

場所 Live Music Bar SOUND M'S https://soundms.okinawa.jp 

 那覇市久茂地 3-29-68 久茂地産業ビル 3F(国際通り松尾交差点そば) 

 (1 階琉球民芸センター、2 階居酒屋ぱいかじのあるビルの 3 階) 

時刻 OPEN 20:30 / START 21:00 

料金 一般 2,500 円 学生 1,000 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 ファリャ:火祭りの踊り 

 ボロディン:ダッタン人の踊り 

 ラフマニノフ:前奏曲「鐘」~ パガニーニの主題による狂詩曲 第 17/18 変奏 

 ガーシュウィン : ラプソディ・イン・ブルー 他 

6 月 29 日(土) 

Machu & 堀越彰 -DUO- 

場所 FOLK BAR フォーク村 KOZA 沖縄市胡屋 1-3-3 2F 

時刻 OPEN 19:30 / START 20:00 

料金 チャージ特別料金 2,000 円 

出演 Machu(ピアノ) Facebook 

 西泊嘉則(三線唄者) 

 堀越彰(Dr.&Percussion) 

 OBSESSION(ピアノ:三舩優子, ドラム:堀越彰) 
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7 月 6 日(土)～ 
7 月 7 日(日) 

PAI JAZZ&BLUES FEST 2019 

場所/時刻 7 月 6 日(土) 17:00-17:50  THE JAZZ HOUSE PAI Facebook 

 7 月 7 日(日) 18:00-18:40  Pai My Way Cafe Garden Facebook 

出演 めぐ留(vo.) 立花秀輝(sax.) 堀越彰(Ds.) 

URL http://www.paijazzandbluesfest.com/ 

7 月 12 日(金)～ 
7 月 14 日(日) 

「風動」跨界音樂研習營 Crossover Music Camp 

場所 凱傑樂器 五樓團練室(台南市中西區南門路 49 號) 

対象 受講生 

講師 蔡凱麟、小濱明人、堀越彰、Frédéric Viennot、林長志(Vincent Lin) 

発表会 日時：7 月 20 日(土) 14:30-15：30  場所：藍晒圖文創園區廣場 

 出演：受講生、Ko スィングビッグバンド 

7 月 17 日(水) 
「風動」コンサート 

場所 台南市 (クローズド) 

7 月 19 日(金) 
「風動」コンサート 

場所 高雄市 (クローズド) 

7 月 20 日(土) 

LOTUS POSITION Live in Taiwan 

場所 馬沙里斯爵士酒館 Marsalis Jazz Bar 

 高雄市新興區中正四路 71 號 2F 

 https://www.facebook.com/marsalisbar.tw/(中文) 

時刻 開演 19:00 

出演 楊曉恩(Shawna Yang) 

 堀越彰, 小濱明人, Frédéric Viennot 

7 月 21 日(日) 

「風動」台南大師音樂會 

場所 夢想田音樂館 Dream Land Concert Hall 

 台南市安南區 海中街 300 號 

 http://www.dorimu.com.tw/(中文) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 

出演 楊曉恩(Shawna Yang) 

 堀越彰, 小濱明人, Frédéric Viennot 

 Ko スィングビッグバンド 

7 月 26 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 大阪 

場所 AZUL TERRACE http://azul-umeda.com 

 大阪市北区茶屋町 4-4 茶屋町ガーデンビル 5F 

時刻 OPEN 18:00 / START 19:00 

料金 一般 前売 4,000 円 当日 4,500 円+テーブルチャージ 500 円(1chm 付) 

 学生 前売 2,000 円 当日 2,500 円+テーブルチャージ 500 円(1chm 付) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 シューベルト：魔王 

 プッチーニ: ジャンニ・スキッキより「私のお父さん」 

 ファリャ：ナナ 

 ドボルザーク：スラヴ舞曲 他 

ご予約 AZUL TERRACE TEL:06-6373-0220(14:00~22:00 水木金土) 

 Office OBSESSION TEL:080-5420-6415 obsessionclassic@gmail.com 

7 月 27 日(土) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 高槻 

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

時刻 OPEN 14:30 / START 15:00 

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) 

曲目 シューベルト：魔王 

 プッチーニ: ジャンニ・スキッキより「私のお父さん」 

 ファリャ：ナナ 

 ドボルザーク：スラヴ舞曲 他 

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

 Office OBSESSION TEL:080-5420-6415 obsessionclassic@gmail.com 
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8 月 1 日(木) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 札幌 

場所 札幌時計台ホール http://sapporoshi-tokeidai.jp/ 

 札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 

時刻 OPEN 18:30 / START 19:00 

料金 前売 一般 3,000 円 学生 1,000 円 当日 一般 3,500 円 学生 1,500 円 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 バッハ：主よ人の望みの喜びよ 

 ボロディン:ダッタン人の踊り 

 ラフマニノフ:前奏曲「鐘」~ パガニーニの主題による狂詩曲 第 17/18 変奏 

 ガーシュウィン : ラプソディ・イン・ブルー 他 

ご予約 キコキコ商会 080-1868-5338 kikosueki@gmail.com 

 札幌市白石区本郷通６丁目北５ 

 Office OBSESSION TEL:080-5420-6415 obsessionclassic@gmail.com 

8 月 3 日(土) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band at 第 24 回前田ふれあい祭り 

場所 前田公園(札幌市手稲区前田 7 条 11 丁目 2) 

時刻 14：00 頃出演予定 (11 時から祭り) 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  小山豊(津軽三味線) 小濱明人(尺八) 久保田桃(ピアノ) 堀越 彰(Dr)  

問い合わせ 前田まちづくりセンター 電話 011-683-4422 

8 月 4 日(日) 

My Country 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 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

8 月 9 日(金) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band 

場所 石巻市立石巻小学校(石巻市泉町一丁目 1-2) 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 無料 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田 淳一(津軽三味線) 竹田 弘樹(ベース) 広本 葉子(ピアノ) 

  堀越 彰(Dr) 手鹿 郁美(サックス) 

お問合せ 株式会社 街づくりまんぼう TEL0225-23-2109 

8 月 9 日(金) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band 

場所 LIVE SPOT On・Air http://onair.coresv.com/ 

 (宮城県石巻市穀町 16-8 ソシアルビル 1F) 

 (JR 石巻駅前 石巻市役所から穀町方面へ 300m) 

時刻 開場 17:00 開演 18:00 

料金 未定 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田 淳一(津軽三味線) 竹田 弘樹(ベース) 広本 葉子(ピアノ) 

  堀越 彰(Dr) 手鹿 郁美(サックス) 

ご予約 阿部紀代子 090-9740-8721 

8 月 10 日(土) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band 

場所 クラブカウンターアクション宮古(岩手県宮古市大通 2-6-11) 

 http://kcamiyako.s2.weblife.me/index.html 

時刻 開場 17:00 開演 17:30 

料金 前売 2,000 円＋1 ドリンク 500 円 当日 2,500 円＋1 ドリンク 500 円 高校生以下無料 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田 淳一(津軽三味線) 竹田 弘樹(ベース) 広本 葉子(ピアノ) 

  堀越 彰(Dr) 手鹿 郁美(サックス) 

ご予約 クラブカウンターアクション宮古 tel 0193-77-4567  mail kca.miyako@gmail.com 

http://onair.coresv.com/
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8 月 11 日(日) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band at 野田村三陸夢アートプロジェクト音楽祭  

場所 岩手県野田村 十府ヶ浦公園 http://www.vill.noda.iwate.jp/kankouspot/747.html 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田 淳一(津軽三味線) 竹田 弘樹(ベース) 広本 葉子(ピアノ) 

 堀越 彰(Dr) 手鹿 郁美(サックス) 

時刻 音楽祭 15:00～ 

 伊藤多喜雄 &TAKiO BAND は 18 時頃より出演予定 

詳細 野田村観光協会のサイトをご参照ください。 

 http://www.noda-kanko.com/news/2019-08-11-14-30.html 

お問合せ TAKiO プロモーション 044-844-2338 

8 月 12 日(月) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band 

場所 仙台市 石 

 仙台市青葉区二日町 16-2 ラ・レジダンス・ド仙台 BF 

 https://hodenasu.jimdo.com/ 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田 淳一(津軽三味線) 竹田 弘樹(ベース) 広本 葉子(ピアノ) 

 堀越 彰(Dr) 手鹿 郁美(サックス) 

お問合せ TAKiO プロモーション 044-844-2338 

8 月 13 日(火) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band 

場所 club SONIC iwaki 福島県いわき市平大工町 9-2 

 http://www.sonic-project.com/~sonic-iwaki/ 

出演 伊藤多喜雄(Vo) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田 淳一(津軽三味線) 竹田 弘樹(ベース) 広本 葉子(ピアノ) 

 堀越 彰(Dr) 手鹿 郁美(サックス) 

 いわき湯本温泉連合青年有志会（じゃんがら念仏踊り） 

 The stone rollers 他 

お問合せ club SONIC iwaki 0246-35-1199 

8 月 18 日(日) 

アントニオ・ガマサ 来日コンサート 

場所 赤坂ビーフラット(港区赤坂 6-6-4 赤坂栄ビル B1) http://bflat.biz/ 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:30 

料金 全席自由 3,000 円 

出演 ANTONIO GAMAZA(piano from スペイン) 

 旧橋壮(ts,fl）塩川ゆうこ(vo) MARK TOURIAN（bass) 堀越彰(ds) 

8 月 22 日(木) 

ANTONIO GAMAZA - TSUYOSHI FURUHASHI SPANISH JAZZ PROJECT 

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

時刻 開場 18:30 / 開演 19:30 

料金 全席自由 3,000 円+1drink 

出演 ANTONIO GAMAZA(piano from スペイン) 

 旧橋壮(ts,fl) MARK TOURIAN（bass) 堀越彰(ds) 

 ゲスト 平尾武夫（livepainting) 藤間浩菊（日本舞踊） 

8 月 23 日(金) 

カーニバル 根本英子 CD「動物の謝肉祭」発売記念コンサート 

場所 スペース Do https://www.kkdac.co.jp/sp/do/ 

 新宿区百人町 2-8-9（管楽器専門店ダク地下） 

時刻 開場 18:30 / 開演 19:00 

料金 全席自由 3,500 円 

出演 根本英子(ピアノ) 

 岩出敏子(ソプラノ) ラファエル・ゲーラ(ピアノ) 

 尾尻雅弘(ギター) 当摩泰久(作曲・ピアノ) 

 古川仁美(フルート・ピッコロ) 

 三舩優子(ピアノ) 

 友情出演 堀越 彰(ドラム) 

チケット ジー・クレフ 04-7133-5275 office@g-clef.jp 
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8 月 27 日(火) 
～29 日(木) 

～夏の北海道周遊クルーズ～ 伊藤多喜雄 コンサート 

場所 大型客船 にっぽん丸 

ツアー名称 にっぽん丸で行く夏の北海道周遊クルーズ～感動の絶景 大パノラマ～ 

期間 2019 年 8 月 27 日（日）～8 月 30 日（日）【3 泊 4 日】 

 2019 年 8 月 27 日（日）～8 月 31 日（日）【4 泊 5 日】 

出演 伊藤多喜雄(唄) 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田淳一（津軽三味線） 

  小濱明人(尺八) 

  江草啓太(Pf) 

  堀越彰(Dr.) 

お問合せ・ご予約 船旅クラブ(日立ポートサービス) tel.0120-330-525 

9 月 12 日(木) 

旧橋 壮 クインテット 

場所 赤坂ビーフラット http://bflat.biz/ 

出演 旧橋壮(ts,ss,fl), 富樫春生(piano), 日野了介(bass), 

 Winchester Nii Tete Boye(percussion), 堀越彰(drums) 

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

9 月 15 日(日) 

日本の響き - 草加の陣 

場所 草加市文化会館大ホール(埼玉県草加市松江 1-1-5) https://soka-bunka.jp/ 

時刻 開場 13:15 開演 14:00 終演予定 18:30 

料金 S 席 5,500 円 A 席 4,000 円 B 席 3,000 円 【全席指定】 未就学児入場不可 ※  

出演 伊藤多喜雄&TAKiO Band 

 鶴賀若狭掾 

 OKI 

 和太鼓彩 

 辻本好美 

 浅野 祥 

 森田 彩 

9 月 16 日(月・祝) 

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 Livespot FJ's info@fjslive.com tel:03-6303-1214 

9 月 20 日(金) 

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 2,500 円 + ドリンク 

出演 井川大輔(G) 吉田 建(B) 堀越 彰(Dr) 

 ケイスケさんのお洋服ズ 

ご予約 西荻窪 TERRA 03-3395-7611 terra@wood-corp.com 

9 月 28 日(土) 

RD SPECIAL BAND live in「空の日」羽田 
国際交流、大田区の魅力再発見、おもてなし！をテーマに各国の出展ブースや世界の食べ物・飲み物など

の飲食ブース、その他多くのイベント盛りだくさんな楽しいフェスティバルです。もちろん観覧無料！ 

場所 羽田空港旧整備場地区内パフォーマンスエリア 

 (京急空港線 天空橋駅 A1 出口または東京モノレール天空橋駅から徒歩 5 分) 

時刻 10:00〜16:00 (RD SPECIAL BAND の出演は 13:00〜) 

料金 無料 

出演 Vo 丹羽優菜 Vo 大森裕斗 Vn 酒寄由香里 Key 平下政志 

 Bs 原田博之 Dr 堀越 彰 
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10 月 9 日(水) 

INSTINCT -愛と笑いと音楽と-  The Clown ある道化師の歌 

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(1 ドリンク付) 

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) 

 with 田中真聡 Masato Tanaka (Kinetic Artist) 

チケット MANDALA tel 03-5474-0411 

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

10 月 13 日(日) 

藤井郷子オーケストラ東京 with Mace Francis 

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 Open 18:30 Start 19:30 

料金 予約 3,500 円 当日 4,000 円 

出演 早坂紗知 泉邦宏(alto sax) 

 松本健一 藤原大輔(tenor sax) 

 Rio(baritone sax) 

 田村夏樹 福本佳仁 渡辺隆雄 城谷雄策(trumpet) 

 高橋保行 古池寿浩(trombone) 

 永田利樹(bass) 堀越 彰(drums) 

 藤井郷子, メース・フランシス(指揮)  

ご予約 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

10 月 20 日(日) 
三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION 

場所 社会福祉法人 亀甲会「亀甲園」 (広島県三原市) 

備考 クローズド 

10 月 20 日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 福山 

場所 Grand Soul Cafe Guns' https://www.facebook.com/GrandSoulCafeGuns 

 (広島県福山市御船町 1-13-10) 

時刻 OPEN 18:00 / START 18:30 

料金 前売 一般 5,000 円 当日 6,000 円 1 ドリンク付 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 シューベルト：魔王 

 バルトーク : ルーマニア民俗舞曲 

 カプースチン : トッカティーナ 

 バッハ：プレリュード 

 シベリウス : フィンランディア 他 

ご予約 ミュージックボックス TEL:084-931-7407 

 Office OBSESSION TEL:080-5420-6415 obsessionclassic@gmail.com 

11 月 3 日(日) 

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 13:30 開演 14:00 

料金 charge 3,000 円(1drink 別途要) 

メンバー 渡辺和栄（pf）米谷智（尺八）堀越彰（per.） 

ご予約 公園通りクラシックス 03-6310-8871 

 

11 月 7 日(木) 

Tauzo's Blue Night 

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

時刻 Open 18:30 Start 19:30 

料金 前売 4,000 円+1drink / 当日 4,500 円+1drink 

出演 Vo 陣内大蔵 Cho 三上 薫 Sax 宮崎隆睦 

 Pf 平下政志 Bs 原田博之 Drs 堀越 彰 

ご予約 MANDALA tel 03-5474-0411 
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11 月 8 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION in 仙台 

場所 ピアノサロン REFRAIN(ルフラン) http://www.refrain-refrain.com/ 

 (仙台市青葉区中央 2-9-7 アーバンブリッジビル) 

時刻 OPEN 18:30 START 19:00 

料金 一般 5,000 円 学生 3,500 円 2 ドリンク(ワイン or ソフトドリンク)&チーズ付 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 シューベルト：魔王 

 バルトーク : ルーマニア民俗舞曲 

 カプースチン : トッカティーナ 

 バッハ：プレリュード 

 シベリウス : フィンランディア 

 ラヴェル：道化師の朝の歌 

ご予約 Office OBSESSION TEL:080-5420-6415 

11 月 10 日(日) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION 東日本大震災復興支援コンサート in 相馬 

場所 相馬市民会館 

 https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shiminkaikan/index.html 

 (福島県相馬市中村字北町 51-1) 

 (JR 相馬駅から約 1.5km 徒歩 15 分,車 5 分,駐車場約 250 台有) 

時刻 開場 13:30 開演 14:00 

料金 当日会場にて募金箱を設置させて戴きます。 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

曲目 ガーシュウィン : ラプソディ・イン・ブルー 

 ラヴェル：ボレロ 

 ラフマニノフ:前奏曲「鐘」~ パガニーニの主題による狂詩曲 第 17/18 変奏 

 バッハ：プレリュード 

 シベリウス : フィンランディア 他 

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

 小泉ひとみ TEL:0244-35-3330 

後援 相馬市教育課 / 学校法人みどり幼稚園 

11 月 11 日(月) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION 

場所 学校法人 みどり幼稚園 (福島県相馬市) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

備考 クローズド 

11 月 11 日(月) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION 

場所 馬市川原町児童センター (福島県相馬市) 

出演 三舩優子 YUKO MIFUNE (piano) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI (drums) 

備考 クローズド 

11 月 13 日(水) 

JAZZ Session 

場所 バー & ジャズラウンジ マデュロ MADURO Bar and Jazz Lounge 

 (グランドハイアット東京 4F)(東京都 港区 六本木 6-10-3 六本木ヒルズ) 

 (ホテル 6 階経由 または 六本木ヒルズ ウエストウォーク 4 階経由） 

 https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/maduro-bar/info/ 

出演 Dennis Lambert(piano) https://www.dennislambertpianist.com/ 

 座小田諒一 Ryoichi Zakota(Contrabass) 

 堀越 彰 AKIRA HORIKOSHI(drums) 

Time table 1)20:00-20:45 2)21:05-21:50 3)22:10-22:55 4)23:15-24:00 

料金 飲食代金＋ミュージックカバーチャージ 2,000 円 

お問合せ マデュロ TEL 03-4333-8783 

 

 

 

 

 



131 

 

堀越 彰 Akira Horikoshi 

〜～Schedule～ 
20

1
9 

 
 

 
  

  
  

  
 

11 月 17 日(日) 

鶸ひわの華やぎ 
幼少より民謡世界に育ち、唄・踊り・芝居に活躍するめぐ留が、盟友堀越と立花と共にコラボする民謡を含む

演劇的歌唱。 

場所 レディジェーン http://bigtory.jp/ (東京都世田谷区代沢 5 丁目 31-14) 

時刻 開場 19:00 開演 19:30 2 ステージ入替なし（休憩あり） 

料金 3,300 円＋オーダー（予約 2,800 円） 

メンバー めぐ留 vo. 立花秀輝 sax. 堀越彰 dr. 

ご予約 LADY JANE  TEL : 03-3412-3947 

11 月 22 日(金) 

伊藤多喜雄 & TAKiO Band  

場所 すくらむ２１ 川崎市男女共同参画センター 川崎市高津区溝口 2-20-1 

 https://www.scrum21.or.jp/ 

時刻 開場 18:00 開演 18:30 

料金 S 席 4,000 円 A 席 3,500 円 

メンバー 伊藤多喜雄（唄）  スペシャルゲスト 仙波清彦 

 TAKiO BAND 

  二代目藤田淳一：津軽三味線 

  小山 豊：津軽三味線 

  小濱 明人：尺八 

  高橋 香織：ヴァイオリン 

  江草 啓太：ピアノ 

  竹田 弘樹：ベース 

  堀越 彰：ドラム 

  めぐ留：コーラス 

 稚内南中ソーラン連 

 ゴツプロ！有志一同 

11 月 26 日(火) 

メグルセカイ ワンマンライブ 

場所 アピア 40 http://apia-net.com (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 2,500 円 当日 2,800 円(1dring 別途要) 

メンバー めぐ留 vo. 立花秀輝 sax. 田ノ岡三郎 acc. 堀越彰 dr. 

 ゲストボーカル キナコ 

12 月 5 日(木) 

山下洋輔 2DAYS〜山下洋輔スペシャル・セッション 

場所 新宿 PIT INN (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 OPEN 19:30 START 20:00 

料金 4,000 円+tax(1drink 付) 

出演 山下洋輔(Piano) 類家心平(Tp) 坂井紅介(Bass) 堀越 彰(Drums) 

12 月 6 日(金) 

三舩優子 X 堀越 彰 OBSESSION 2019 winter 

場所 仙川フィックスホール http://soundfix.jp/ 

 (調布市仙川町 1 丁目 25-2 仙川アヴェニュー北プラザ 2F) 

 (京王線 仙川駅より徒歩 5 分) 

時刻 OPEN 18:30 START 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) 

曲目 ドビュッシー：月の光 

 ラヴェル：道化師の朝の歌 

 ファリャ：ナナ～火祭りの踊り 

 バッハ：プレリュード 

 バーンスタイン：交響曲第２番「不安の時代」より"マスク" 

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

12 月 7 日(土) 

専修大学文学部哲学科公開講座「音の哲学 - 魂の唄が聞こえる」 

講師 伊藤多喜雄   

場所 専修大学生田キャンパス 

出演 伊藤多喜雄 津軽三味線：山中裕史 尺八：辻本好美 ドラム：堀越彰 

 演劇集団「ゴツプロ」 
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12 月 8 日(日) 

藤井郷子オーケストラ東京 

場所 なってるハウス (東京都台東区松が谷 4-1-8) http://www.knuttelhouse.com/ 

時刻 Open 14:30 Start 15:00 

料金 2,800 円 

出演 早坂紗知 泉邦宏(alto sax) 

 松本健一 藤原大輔(tenor sax) 

 田村夏樹 福本佳仁 渡辺隆雄 城谷雄策(trumpet) 

 吉田隆一(trombone) 

 永田利樹(bass) 堀越 彰(drums) 

 藤井郷子(piano,指揮) 

 ゲスト：パウリーナ・オウチャレック Paulina Owczarek Facebook 

ご予約 なってるハウス 03-3847-2113(18:00-23:00) knuttelhouse@gmail.com 

12 月 12 日(木) 

MEGURU-SEKAI at POP MARKET in Thai Chiangmai Design Week 2019 

場所 TCDC Chiang Mai Thailand Creative and Design Center 

 (1/1 Muang Samut Rd., Changmoi, Muang) http://www.tcdc.or.th/chiangmai/ 

時刻 20:00-21:00 

料金 無料 

出演 めぐ留 vo. 立花秀輝 sax. 堀越彰 dr. 

12 月 13 日(金) 

MEGURU-SEKAI 

場所 The North Gate Jazz Co-Op(91/1-2, Si Phum Road, Tambon Si Phum, Amphoe Mueang 

Chiang Mai, Chiang Mai) https://www.facebook.com/northgate.jazzcoop 

時刻 21:30-22:30 

出演 めぐ留 vo. 立花秀輝 sax. 堀越彰 dr. 

12 月 20 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 

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 歌 原田直之 

 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 

   Bs:原田博之 Gt:篠崎保 Pf:平下政志 Key:樺山潤一郎  

   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 29 日(日) 

ホリコシアキラ “歌の日” 
2019 年もあと数日と押し迫った 12 月 29 日、僕がここ数年で作った歌の曲を中心にお聴きいただくライブ ”

歌の日”を行います。INSTINCT でお馴染みの素晴らしいふたりのミュージシャンと共にダイナミックな演奏で 

1 年を締めくくる 90 分 !!? の予定ですが ”歌の日”ですから、誠に僭越ながら何曲か歌わせていただきま

す。”ピノッキオ Pinocchio” “The Clown -ある道化師の歌-“ “この地球にうまれて” など、歌が生まれた経

緯などもお話ししながらお贈りします。 

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

 http://koendoriclassics.com/ 

時刻 開場:13:00 開演:13:30 

料金 大人 3,000 円 学生 2,000 円 未就学児無料 

出演 ホリコシ アキラ Akira Horikoshi(Drums&Vo) 

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

 シラト ヨウスケ Yosuke Shirato(Guitar) 

ご予約 公園通りクラシックス 03−6310-8871 

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

 

 

 

 

 


