
小林智詠ライブ履歴（１）　1999～2004

１９９９年

1999/2/13 神奈川 松田 アンデスの家ボリビア 木下尊惇 クルブ・カバーニャ特別例会　

1999/2/14 東京 自由が丘 グローバル・ビレッジ 木下尊惇

1999/4/17 静岡 焼津 てんせき舎 木下尊惇

1999/4/24 東京 国立 画廊　岳 木下尊惇・菱本幸二 コロンサロン・コンサート

1999/5/18 東京 赤坂 全日空ホテル 木下尊惇・菱本幸二・Escuela Boliviana de Folklor ラテンアメリカ婦人の会パーティ

1999/6/21 山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

1999/6/22 長野 岡谷 ＦＩＶＥ　ＰＥＮＮＩＥＳ 木下尊惇

1999/7/3 愛知 小坂井 フロイデンホール 木下尊惇・菱本幸二

1999/7/4 愛知 足助 足助のかじやさん 木下尊惇・菱本幸二

1999/7/31 神奈川 川崎 川崎クラブチッタ 木下尊惇・菱本幸二・Escuela Boliviana de Folklor ボリビア・ペルー移住100周年イベント

1999/8/6 東京 江古田 BUDDY 木下尊惇・菱本幸二

1999/9/4 埼玉 宮代 進修館 フーマ 宮代巨峰市

1999/10/9 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇

1999/11/12 東京 新宿 安田生命ホール 木下尊惇 「シロツメクサの指輪」記念コンサート

1999/12/17 埼玉 杉戸 山ぶどう 木下尊惇

1999/12/26 静岡 浜松 アトリエぬいや 木下尊惇・菱本幸二

２０００年

2000/1/23 東京 文京 椿山荘 フーマ・パリワニータ 着物関連イベント

2000/2/18 東京 青山 南青山MANDALA 木下尊惇・菱本幸二

2000/4/13 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇

2000/4/22 埼玉 越谷 谷塚屋 木下尊惇 マンスリー・コンサート

2000/4/23 栃木 宇都宮 La Fonte 木下尊惇

2000/5/27 千葉 市川 木偶（でく） 木下尊惇

2000/6/9 東京 虎ノ門 JTホール・アフィニス 木下尊惇・Luis Carlos Severich・Fernando Trico・
Escuela Boliviana de Folklor

特別展示「魅惑のボリビア」オープニン
グコンサート

2000/6/17 東京 東陽町 江東区文化センター 木下尊惇・Escuela Boliviana de Folklor アンデスのこだま

2000/7/1 群馬 館林 ０（ゼロ）タウンホール 木下尊惇

2000/7/2 埼玉 飯能 飯能市民会館 Los Tres Amigos・Los Solistas SANEチャリティーコンサート

2000/7/9 東京 渋谷 たばこと塩の博物館 木下尊惇・菱本幸二 「魅惑のボリビア」展関連イベント

2000/7/21 埼玉 越谷 越ヶ谷コミュニティーセンター 木下尊惇・菱本幸二・セノビア マンスリー・コンサート

2000/7/22 東京 練馬 練馬区公民館 打木進太郎・セレシータス

2000/7/28 東京 吉祥寺 Star Pine's Café 木下尊惇・菱本幸二 「涙色の首飾り」記念コンサート

2000/8/9 山梨 河口湖 円通寺 木下尊惇・菱本幸二 灯篭まつり

2000/8/20 栃木 日光 湯元温泉・湯の湖畔 木下尊惇・菱本幸二 森のコンサート2000

2000/8/25 愛知 小坂井 フロイデンホール 木下尊惇・菱本幸二

2000/8/26 愛知 足助 足助のかじやさん 木下尊惇・菱本幸二

2000/8/31 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇・菱本幸二

2000/9/2 埼玉 宮代 進修館 フーマ 宮代巨峰市

2000/9/16 東京 成城 世田谷工業高校 木下尊惇

2000/10/21 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇

2000/10/27 山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

2000/10/28 山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

2000/12/16 静岡 浜松 アトリエぬいや 木下尊惇・菱本幸二

２００１年

2001/1/27 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇・菱本幸二

2001/3/1 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 木下尊惇・菱本幸二

2001/3/16 東京 台場 TRIBUTE TO THE LOVE GENERASION 上松美香・木下尊惇・菱本幸二・後藤勇一郎・渡辺亮
・Yae

「フォルクローレ・コネクション」

2001/3/22 福島 福島 ブローニュ（ホテル辰巳屋） 木下尊惇

2001/3/31 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇

2001/4/7 静岡 土肥 菜の花舞台 木下尊惇・Fernando Trico 劇団「円」・菜の花舞台

2001/4/8 静岡 土肥 菜の花舞台 木下尊惇・Fernando Trico 劇団「円」・菜の花舞台

2001/4/15 神奈川 松田 聖心女子大学丹沢学舎 本田宏彦・木下尊惇・Fernando Trico クルブ・カバーニャ特別例会

2001/4/28 埼玉 加須 ワークスみぎわ フーマ イベント「春の木工屋さん」

2001/5/23 東京 新宿 エル・パティオ 木下尊惇

2001/7/5 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇

2001/7/14 愛知 足助 足助のかじやさん 木下尊惇

2001/7/15 愛知 長久手 長久手文化の家 木下尊惇・Fernando Trico レクチャー・コンサート

2001/7/26 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔

2001/7/31 長野 軽井沢 チャーチストリート 木下尊惇

2001/8/23 長野 軽井沢 チャーチストリート 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔

2001/8/29 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2001/9/5 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・青木大輔

2001/9/7 山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

2001/9/8 山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

2001/9/26 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎・小泉清人

2001/10/3 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇



2001/10/3 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇

2001/10/17 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2001/10/19 東京 元麻布 アルゼンチン大使館 牧田ゆき・Juan Carlos Caravajal y El Rejunte イベント「マテ茶の会」パーティ

2001/11/2 東京 新宿 エル・パティオ 牧田ゆき・長岡敬二郎・小泉清人

2001/11/10 埼玉 朝霞 海 木下尊惇

2001/11/14 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2001/12/5 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・菱本幸二

2001/12/14 東京 新宿 エル・パティオ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2001/12/16 静岡 浜松 アトリエぬいや 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔

2001/12/17 静岡 藤枝 カクタスハウス 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔

2001/12/19 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2001/12/22 東京 深川 深川青年館 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔 関東フォルクローレ連盟例会

2001/12/23 茨城 笠間 ギャラリーせらう゛ぃ 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔

２００２年

2002/1/11 東京 新宿 エル・パティオ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/1/23 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/1/26 東京 調布 調布市文化センター 木下尊惇・菱本幸二

2002/2/6 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・青木大輔

2002/2/8 東京 新宿 エル・パティオ 牧田ゆき・Angel Milanda

2002/2/14 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・みつしま貴子・久田義明・久保田修 バレンタイン・キッチンライブ

2002/2/16 東京 渋谷 ツインズ吉橋 みつとみ俊郎・みつしま貴子・久田義明・久保田修

2002/2/27 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/3/2 神奈川 大磯 大磯町郷土資料館 木下尊惇 大磯こゆるぎコンサート

2002/3/3 岡山 倉敷 夢空間はしまや 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔 ひなまつりコンサート（昼・夜公演）

2002/3/9 茨城 八郷 ギター文化館 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔 2002 CONCERT SERIES

2002/3/15 東京 下北沢 Village Green 星衛・石井みどり

2002/3/18 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・みつしま貴子・久田義明・古川竜也・
久保田修

アイリッシュ＆ボッサ・ナイト

2002/3/24 愛知 蒲郡 蒲郡市民会館 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔 蒲郡ジュニア吹奏楽団演奏会

2002/3/24 愛知 蒲郡 エル・インティ 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔

2002/3/26 岐阜 高山 利助 木下尊惇・青木大輔

2002/3/27 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/3/28 東京 新大久保 R'sアートコート（労音会館） 木下尊惇・菱本幸二・青木大輔 ボリビア大水害救済　チャリティ・コンサ
ート「ＨＥＲＭＡＮＤＡＤ」

2002/3/29 佐賀 吉野ヶ里 吉野ケ里歴史公園 　 上松美香・木下尊惇・橋本仁・青木大輔 ( F) NBCラジオ・公開生放送番組　

2002/4/4 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇

2002/4/20 東京 渋谷 青い部屋 加藤Ｃ子（Toastie)・石井みどり・星衛・伊藤阿津志 イベント「ザッツ・ゴージャス」

2002/4/24 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/4/29 埼玉 加須 ワークスみぎわ ソロ イベント「春の木工屋さん」

2002/5/9 山形 余目 余目町響ホール 上松美香・木下尊惇・橋本仁・青木大輔 フォルクローレ・コネクション

2002/5/10 東京 新宿 エル・パティオ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/5/19 山口 周東 周東町パストラルホール 上松美香・木下尊惇・橋本仁・青木大輔 フォルクローレコネクション

2002/5/23 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 木下尊惇・橋本仁・青木大輔 フォルクローレコネクション

2002/5/24 群馬 前橋 前橋テルサホール 木下尊惇

2002/5/26 福島 清水 風の谷 木下尊惇

2002/5/31 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・岩井真実・久田義明・田村直也・久保
田修

2002/6/12 広島 広島 広島フェニックスホール 上松美香・木下尊惇・橋本仁・青木大輔 フォルクローレコネクション

2002/6/14 東京 新宿 エル・パティオ 牧田ゆき・長岡敬二郎・Angel Milanda

2002/6/19 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき・長岡敬二郎

2002/6/22 東京 渋谷 VIVE LAVIE 星衛・伊藤阿津志 ※ビブラビトリオ初演

2002/7/5 東京 渋谷 青い部屋 加藤Ｃ子（Toastie)・星衛・伊藤阿津志・Nana ザッツ・ゴージャス vol.2

2002/7/13 岐阜 高山 高山市文化会館 上松美香・木下尊惇・橋本仁・青木大輔 フォルクローレコネクション

2002/7/17 千葉 船橋 薬円台公民館 牧田ゆき やくえんだい女性セミナー

2002/7/19 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 星衛・伊藤阿津志 フィンガーピッキングライブ

2002/7/19 東京 渋谷 VIVE LAVIE 星衛・伊藤阿津志

2002/7/24 東京 六本木 ノチェーロ 牧田ゆき

2002/7/28 東京 中野 なかのZERO ソロ ANIF主催第１１回新人公演・ギター部
門

2002/7/31 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇

2002/8/16 東京 渋谷 VIVE LAVIE 星衛・伊藤阿津志

2002/8/23 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・みつしま貴子・田村直也・久保田修 キッチンライブ

2002/8/31 東京 新宿 スペース・ゼロ ソロ プリメラ・フラメンコフェスティバル１日目

2002/9/6 東京 要町 現代ギターGGサロン 木下尊惇・笹久保伸 詩画集『天までとどけ』出版記念

2002/9/13 東京 渋谷 VIVE LAVIE 星衛・伊藤阿津志

2002/9/16 東京 銀座 月光荘画室 星衛・伊藤阿津志・美也子 松本亜紀子さん個展・記念パーティー

2002/11/14 マヨルカ パルマ スペイン村 Benjamin Habichuela・Pasion Flamenca スペイン初舞台

２００３年

2003/1/12 三重 菰野 鴎游舎 AZMA・スティング宮本・星菊丸 鴎游舎ホームコンサート

2003/1/16 東京 大崎 ゲートシティ大崎・アトリウム 木下尊惇・菱本幸二・笹久保伸・青木大輔 花水夜コンサート

2003/2/11 東京 新宿 新宿文化センター 清かの子・鈴木英夫・手塚環 CAFコンクール伴奏

2003/2/14 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・みつしま貴子・田村直也・久保田修 バレンタイン・キッチンライブ



2003/2/14 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・みつしま貴子・田村直也・久保田修 バレンタイン・キッチンライブ

2003/2/27 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・笹久保伸

2003/3/1 東京 恵比寿 エル・リンコン・デ・サム 長野太郎・塚田美紀・荒井朋子・田熊かづき・林龍生・
若月雅子

エパ！・ライブ

2003/3/23 三重 菰野 鴎游舎 AZMA・スティング宮本・星菊丸 鴎游舎ホームコンサート

2003/4～10 マヨルカ パルマ カサ・アンダルシア他 ベンハミンと、ベンジと、ソロ、他 スペイン国内旅行中を除き、随時

2003/7/10 マヨルカ パルマ パルケ・デル・マル Benjamin Habichuela・Raises Flamenca パルマ市フェスティバル「ニッツ・ア・ラ・
フレスカ」

2003/12/5 埼玉 深谷 きんぎん花 みつとみ俊郎・木下尊惇

2003/12/16 東京 青山 はなはな 星衛・伊藤アツ志

2003/12/17 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・田邊和弘

2003/12/23 東京 梅が丘 アトモスフェール 手島れい（朗誦） イベント「ロルカ・詩の世界」

２００４年

2004/1/17 サンティア
ゴ

フェルナ
ンデス

フェスティバル会場 Juan Carlos Carabajal y El Rejunte Festival de Fernandes

2004/2/4 サンティア
ゴ

ピントス フェスティバル会場 Juan Carlos Carabajal y El Rejunte Festival de Pintos

2004/2/6 サンティア
ゴ

ロレート フェスティバル会場 Juan Carlos Carabajal y El Rejunte Festival del Rosquete

2004/2/21 東京 高輪 ニーシュ ソロ

2004/3/7
　　　　～8

東京 神楽坂 キイトス・カフェ 星衛・伊藤アツ志 小林智詠ギター・ライブ
　　「スパニッシュ・カレント」

2004/3/19 東京 渋谷 VIVE LAVIE　　 星衛 ビブラビ２周年記念パーティー

2004/3/20 東京 祖師谷 ムリウイ　　 東秀明・スティング宮本・星菊丸 AZMAライブ（飛び入り）

2004/3/21 新潟 関屋 遊学館　　 瀬賀倫夫 サンティアゴ会

2004/3/26 東京 表参道 ル・パピオン・ド・パリ　　 和田隆・山城恭介・峰万里恵・須藤信一郎・堀江久美
子・堀江和泉

「和田隆と仲間たち」ディナーショー

2004/4/10 東京 渋谷 VIVE LAVIE eiko・安部恭治・星衛・ガモウユウイチ ビブラビ・セッション・ゲスト

2004/4/16 東京 渋谷 青い部屋 東京タワーC子（Toastie）、星衛、原田綾、田中めゆ
、motoka、松蔭浩之

人生賛歌　ザッツゴージャス！

2004/5/16 三重 菰野 鴎游舎 星衛・伊藤アツ志 鴎游舎ホームコンサート

2004/5/25 神奈川 横浜 関内ホール 木下尊惇・橋本仁 平和を語りつづけよう in 横浜

2004/5/29 東京 高輪 カフェ・ニーシュ ソロ

2004/6/5 新潟 津南 グリーンピア津南 ソロ～出演者の皆さんと。 津南タンゴフェスティバル

2004/6/6 東京 広尾 Homat Monarch ソロ Concert de Piano ゲスト

2004/6/10 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 木下尊惇・AYA

2004/6/19 東京 祖師谷 ムリウイ 伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2004/6/25 東京 高輪 ニーシュ 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2004/6/26 神奈川 横浜 エンクエントロ 菅沼ユタカ・高橋マサヒロ

2004/7/9 東京 渋谷 青い部屋 東京タワーＣ子・松蔭浩之・星衛・原田綾 人生賛歌　ザッツゴージャス！

2004/7/10 埼玉 深谷 きんぎん花 木下尊惇・菱本幸二

2004/7/17 愛知 蒲郡 蒲郡市民会館 木下尊惇・Yae・菱本幸二・Mark Tourian・渡辺亮 『温故知新』初演

2004/7/18 和歌山 和歌浦 和歌の浦アートキューブ 木下尊惇・菱本幸二

2004/7/23 神奈川 横浜 樹林 伊藤アツ志

2004/7/25 東京 高輪 カフェ・ニーシュ 甲斐みよこ・Steve Gardner・Bill Benfield ブルース＆フラメンコ　ジョイントライブ

2004/7/29 東京 下北沢 オフビート 伊藤アツ志・星衛

2004/7/31 東京 六本木 ノチェーロ 菅沼ユタカ・高橋マサヒロ

2004/8/9 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2004/8/10 埼玉 幸手 笛吹きおじさんの店「ラ・ケーナ」 木下尊惇

2004/8/21 宮城 矢本 コミュニティーセンター 木下尊惇・Yae・菱本幸二・Mark Tourian・小澤敏也 『温故知新』

2004/8/29 神奈川 横浜 モンテカティーニ 大澤剛彦・大澤久美子

2004/9/4 東京 中目黒 SPACE FORCE 松蔭浩之・トーストガール 「Foolish!!ミーチ」

2004/9/5 東京 高輪 ニーシュ 甲斐みよこ 第6回「森の仲間たち」

2004/9/12 東京 祖師谷 ムリウイ 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2004/9/14 栃木 烏山 クローバー・ステーキハウス 木下尊惇・さとう紋

2004/9/16 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・さとう紋

2004/9/19 東京 六本木 ノチェーロ ソロ ちえいギターライブ

2004/9/22 東京 新宿 エル・パティオ 菅沼ユタカ・高橋マサヒロ

2004/9/25 東京 六本木 ノチェーロ 菅沼ユタカ・高橋マサヒロ

2004/9/26 東京 高輪 ニーシュ 甲斐みよこ・Steve Gardner・Macoto ブルース＆フラメンコ　ジョイントライブ

2004/9/30 三重 菰野 鴎游舎 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮

2004/10/1 三重 鈴鹿 どじはうす 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮

2004/10/2 滋賀 甲賀 碧水ホール 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮

2004/10/3 愛知 足助 足助のかじやさん 木下尊惇

2004/10/6 福島 只見 湯ら里広場 木下尊惇・橋本仁・小澤敏也 全国水の郷サミット

2004/10/8 福島 川俣 川俣町中央公民館
木下尊惇・ロス・デル・セキヤ・ルシア塩満・ロス・コー
ジャス

コスキン・エン・ハポン2004　前夜祭

2004/10/9
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福島 川俣 川俣町中央公民館 コスキン・エン・ハポン2004

2004/10/14 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮

2004/10/15 東京 渋谷 青い部屋 松蔭浩之・東京タワーCバンド 人生賛歌　ザッツゴージャス！

2004/10/17 東京 西荻窪 音や金時 木下尊惇・さとう紋・小澤敏也 第４回ピカイア祭り

2004/10/21 東京 六本木 ノチェーロ 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント



2004/10/22
　　　　　～23

山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

2004/10/24 愛知 春日井 文化フォーラム春日井 木下尊惇・Fernando Trico かすがい芸術劇場・民族音楽シリーズ

2004/10/26 岡山 倉敷 倉敷音楽館 木下尊惇

2004/10/27 岡山 倉敷 喜楽小屋 木下尊惇

2004/10/29 兵庫 山崎 山崎文化会館 木下尊惇・橋本仁

2004/10/30 岩手 藤沢 文化交流センター 木下尊惇・橋本仁・Mark Tourian・渡辺亮 『温故知新』

2004/11/2 福岡 中間 中間高校 木下尊惇・橋本仁・いわつなおこ・渡辺亮

2004/11/6 東京 有楽町 外国人特派員協会 甲斐みよこ・Steve Gardner・Macoto

2004/11/9 三重 桑名 六華苑 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮
FM三重公開録音・六華苑野外コンサー
ト

2004/11/12 東京 神楽坂 キイトス・カフェ 須藤信一郎 スパニッシュ・カレント

2004/11/13 東京 渋谷 VIVE LAVIE 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2004/11/19 新潟 本町 パピオン 瀬賀倫夫・小川紀美代・佐藤貴和

2004/11/21 神奈川 藤沢 大庭市民センター 大澤剛彦・大澤久美子

2004/11/27 東京 六本木 ノチェーロ 菅沼ユタカ・高橋マサヒロ

2004/11/28 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代・福島久雄

2004/12/1 東京 六本木 ノチェーロ 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2004/12/4 静岡 焼津 てんせき舎 木下尊惇

2004/12/5 静岡 浜松 アトリエぬいや 木下尊惇

2004/12/7 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 峰万里恵・高場将美 フラメンコのうた―情熱のいのち

2004/12/11 東京 銀座 LINTARO 木下尊惇・橋本仁 記念パーティー演奏

2004/12/18 東京 高輪 ニーシュ 甲斐みよこ・Steve Gardner・Macoto ニーシュ・クリスマスパーティー

2004/12/22 東京 下北沢 ピエロ 東秀明・星菊丸

2004/12/25 東京 祖師谷 ムリウイ 東秀明・スティング宮本・星菊丸・伊藤アツ志
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