
小林智詠ライブ履歴（２） 2005～2006

２００５年

2005/1/13 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2005/1/19 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・犬伏青畝

2005/1/26 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

2005/2/10 神奈川 横浜 LAZY BONES 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2005/2/18 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！

2005/2/20 東京 六本木 ノチェーロ ソロ

2005/3/2 東京 六本木 ノチェーロ 星衛・伊藤アツ志 ちえいギターライブ「“タンゴ”な夜」

2005/3/5 神奈川 松田 アンデスの家ボリビア 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮 クルブ・カバーニャ第39回特別例会

2005/3/9 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・橋本仁・渡辺亮

2005/3/12 東京 御茶ノ水 KAKADO 甲斐みよこ・maj-triad・brown・MYC

2005/3/14 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・久田義明・瀬川信二 ホワイトデー・キッチンライブ

2005/3/23 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・福島久雄

2005/3/26 東京 恵比寿 DIXIE ROOM ソロ ギターライブ

2005/4/2 東京 西荻窪 奇聞屋 梶山シュウ・くどうげんた・星衛 リズマクノムバスセッション・ゲスト

2005/4/8 東京 下北沢 ピエロ 東ヒデ・スティング宮本・星菊丸・森竹忠太郎 AZMAライブ飛び入り

2005/4/15 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！

2005/4/24 東京 祖師谷 カフェ・ムリウイ 星衛・伊藤アツ志

2005/4/27 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・福島久雄

2005/4/29 埼玉 加須 ワークスみぎわ フーマ 春の木工屋さん

2005/5/13 東京 銀座 かくえホール 八木啓代

2005/5/22 東京 表参道 新潟館ネスパス 小川紀美代

2005/5/29 神奈川 横浜 LAZY BONES 星衛・伊藤アツ志 ランチタイム・コンサート

2005/6/1 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

2005/6/2 東京 初台 近江楽堂 木下尊惇・犬伏青畝 『十二月の肖像』発売記念

2005/6/8 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・福島久雄

2005/6/11 愛知 名古屋 コンティーゴ 木下尊惇

2005/6/18 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代・福島久雄

2005/6/21 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス スティング宮本・須藤信一郎 スパニッシュ・カレント

2005/7/6 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・福島久雄

2005/7/11 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 木下尊惇・犬伏青畝・笹久保伸

2005/7/13 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇・犬伏青畝

2005/7/15 福島 いわき 草野心平記念館 星衛・伊藤アツ志 サマーナイト・コンサート

2005/7/31 東京 祖師谷 ムリウイ 星衛・伊藤アツ志

2005/8/3 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

2005/8/10 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2005/8/19 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

2005/9/2 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 岡村美帆・斉藤真紀・辺明淑・久田義明 パフィソフィ・ライブ

2005/9/11 東京 新大久保 スペースDO 池田雪花・斉藤真紀・松本亜希子・君塚仁子・玉田京
子・中村公美・坂本朝菜・池田里奈・三觜法子・岡村
美帆・相馬光・東奈帆子・武井浩之・久田義明・宮崎
央・武井志保

あなたが作るフルート・マイ・メロディ・
コンサート

2005/9/17 和歌山 和歌浦 和歌の浦アートキューブ 木下尊惇・橋本仁

2005/9/19 愛知 豊田 足助のかじやさん 木下尊惇

2005/9/21 東京 六本木 ノチェーロ 木下尊惇

2005/9/24 茨城 北茨城 パンプキン 小川紀美代

2005/9/26 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

2005/9/28 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2005/9/30 神奈川 相模大野 ラシェット 早川純・青木菜穂子・田邊和弘

2005/10/2 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代・東谷健司

2005/10/8 東京 銀座 MY HUMBLE HOUSE TOKYO ソロ 須藤さんパーティー

2005/10/9 東京 王子 北とぴあ 内田はるみ・星衛・伊藤アツ志・前田洋介・
川藤勢津子

口演童話コンサート

2005/10/12 栃木 烏山 クローバー・ステーキハウス 木下尊惇

2005/10/14 東京 渋谷 青い部屋 松蔭浩之・東京タワーＣ子・大久保敬・田中めゆ
・内藤久美

ザッツゴージャス！ 挽回編

2005/10/15 福島 只見 湯ら里 木下尊惇・橋本仁・小澤敏也

2005/10/20 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2005/10/23 東京 大井町 ラ・カンティネッタ 八木啓代

2005/10/26 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

2005/10/29 東京 西荻窪 奇聞屋 梶山シュウ・オラン・くどうげんた リズマクノムバスセッション

2005/11/9 東京 大森 大森ベルポート 木下尊惇・犬伏青畝

2005/11/11～12 山梨 八ヶ岳 ペンション・ブーツ 木下尊惇

2005/11/14 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

2005/11/18 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2005/11/20 神奈川 藤沢 大庭市民センター 大澤剛彦・大澤久美子・庄司祐子 ホットスペース

2005/12/1 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2005/12/10 東京 八重洲 ブリヂストン美術館 木下尊惇・菱本幸二・橋本仁・Claudia Gozalves ボリビアの音楽と人々の生活

2005/12/17 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

2005/12/17～8 神奈川 横浜 BankART 1929 松蔭浩之・東京タワーC子・星衛・田中めゆ・
内藤久美

40X40プロジェクト・グランドフィナーレ

2005/12/27 東京 神田 たん禅 福田大治・犬伏青畝・稲沢健一 福田さんライブ飛び入り

2005/12/28 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

２００６年

2006/1/22 山形 鶴岡 花門 岡田浩安・吉田ユウ子

2006/1/31 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

2006/2/17 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/2/21 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス 星衛・伊藤アツ志・早川善宜・佐藤哲夫・福田千文 スパニッシュ・カレント

2006/3/17 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2006/3/24 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/3/25 神奈川 東神奈川 神奈川公会堂 小川紀美代・東谷健司 春のコンサート in 公会堂 vol.Ⅲ
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2006/3/30 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

2006/4/1 静岡 沼津 和助 岡田浩安・山本恭久 ウタウ葦笛 ライヴ

2006/4/9 東京 祖師谷 ムリウイ 伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2006/4/14 東京 秋葉原 dress cafe 小川紀美代・東谷健司

2006/4/15 山梨 勝沼 マルフジワイナリー 小川紀美代・東谷健司 ルバイヤート 第19回蔵コン

2006/4/20 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/4/25 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

2006/4/29 埼玉 加須 ワークスみぎわ ソロ ＆ パルマ 春の木工屋さん

2006/4/30 神奈川 横浜 エンクエントロ 岡田浩安・山本恭久 ウタウ葦笛 ライヴ

2006/5/9 東京 品川 トライベッカ Nello Angelucci・Chris Silverstein・
Mark DeRose・Edgar Kautzner

アクースティカ

2006/5/19 東京 市ヶ谷 かみや 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2006/5/23 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・東谷健司

2006/5/27 栃木 鹿沼 木行舎 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2006/6/3 埼玉 南栗橋 チタチタ ソロ スパニッシュ・カレント

2006/6/4 東京 大井町 ラ・カンティネッタ 八木啓代

2006/6/19 東京 代官山 CANDY Nello Angelucci・Edgar Kautzner トリオ・アクースティカ

2006/6/23 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/6/29 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2006/6/30 東京 広尾 イル・ブッテロ Nello Angelucci・Chris Silverstein・
Mark DeRose・Edgar Kautzner

アクースティカ

2006/7/1 東京 上野 精養軒 星衛・伊藤アツ志 パーティー大演奏

2006/7/8 東京 新宿 スペースゼロ 湯佐香里・Daniel Rico プリメラ・フラメンコフェスティバル

2006/7/15 北海道 札幌 パザール 福田大治 チャランゴ巡礼

2006/7/16 北海道 美唄 美唄市民会館 福田大治 チャランゴ巡礼

2006/7/16 北海道 江別 外輪船 福田大治・岡田浩安 チャランゴ巡礼

2006/7/21 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/7/23 東京 祖師谷 ムリウイ 星衛・伊藤アツ志・福田大治 スパニッシュ・カレント

2006/7/27 東京 板橋 ピッツェリア・ロロ Nello Angelucci・Edgar Kautzner 新装開店記念

2006/7/28 東京 新宿 叙々苑 岡田浩安・山本恭久

2006/7/30 東京 瑞穂 耕心館 早川純 サマーコンサート『音楽対談』

2006/8/12 福島 いわき 草野心平記念館 星衛・伊藤アツ志 サマーナイト・コンサート

2006/8/17 東京 代官山 CANDY 星衛・伊藤アツ志・早川純 スパニッシュ・カレント

2006/8/23 埼玉 久喜 どんぐり 重廣誠・わきたにじゅんじ・岡田浩安 ワールドミュージック・ライブ

2006/8/25 東京 新宿 叙々苑 岡田浩安・山本恭久

2006/9/3 神奈川 藤沢 善行公民館 大澤剛彦・大澤久美子

2006/9/7 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2006/9/8 北海道 伊達 天空 岡田浩安・福井岳郎

2006/9/9 北海道 札幌 パザール 岡田浩安・吉田ユウ子 パザール10周年記念

2006/9/11 北海道 札幌 黒豆 岡田浩安・吉田ユウ子 トロ・ライブ

2006/9/15 東京 初台 近江楽堂 君塚仁子・藤田沙弥子 フルート・ラビリンス

2006/9/19 東京 品川 トライベッカ Nello Angelucci・Edgar Kautzner・
Mark DeRose

アクースティカ

2006/9/21 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

2006/9/23 茨城 北茨城 パンプキン 岡田浩安

2006/9/26 神奈川 相模大野 ラシェット Nello Angelucci・Mark DeRose トリオ・アクースティカ

2006/10/3 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス Nello Angelucci・Edgar Kautzner トリオ・アクースティカ

2006/10/4 東京 代官山 CANDY Nello Angelucci・Edgar Kautzner トリオ・アクースティカ

2006/10/13 東京 東北沢 テピート 八木啓代

2006/10/18 東京 新宿 エル・フラメンコ 岩根聡・沖仁・柴田亮太郎・西井つよし・
長谷川暖・尾藤大介・逸見豪・松村哲志

白熱のフラメンコギターライブ

2006/10/20 東京 代官山 Trattoria Lo Sfizio da Sasa Nello Angelucci DT

2006/10/21 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治

2006/10/27 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/10/28 東京 恵比寿 DIXIE ROOM ソロ スパニッシュ・カレント ソロ

2006/11/2 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2006/11/11 東京 奥沢 宮本三郎記念美術館 小川紀美代・東谷健司 音広場・秋・アルゼンチンタンゴ

2006/11/12 東京 四谷 コア石響 TOYO草薙・福田大治・保坂幸恵・桑原健一・
富谷雅樹・植月佳奈・三ツ木伸悟・保坂大介・
辻英明・安岡恒・新里崇司・福田響太郎・大内明彦・Ernest 
Cavour・木下尊惇

第2回チャランゴの集い
～ウイリアム・センテーリャスに捧ぐ

2006/11/16 東京 大塚 BAR OWL May アウル1周年記念

2006/11/18 栃木 鹿沼 木行舎 岡田浩安 スパニッシュ・カレント

2006/11/20 東京 中目黒 楽屋 岡田浩安・鬼武みゆき・山本恭久・Saigenji ウタウアシブエ

2006/11/23 神奈川 横浜 赤レンガ倉庫 小川紀美代・東谷健司 神奈川アルゼンチンタンゴ大感謝祭

2006/11/25 東京 六本木 泉ガーデンギャラリー Joe Powers・東谷健司 日本タンゴ・ワールド・フェスティバル前
夜祭

2006/11/25 東京 六本木 Tango Zero Hour Joe Powers ミロンガ

2006/11/26 東京 荻窪 勤労福祉会館 Joe Powers 花座フェスティバル

2006/12/2 東京 新高円寺 スタジオSK Joe Powers セピア記念ハーモニカライブ

2006/12/7 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2006/12/8 東京 荻窪 ビストロ・サンジャック 星衛・伊藤アツ志・Joe Powers スパニッシュ・カレント

2006/12/9 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・橋本仁 ウタウアシブエ

2006/12/12 東京 乃木坂 凛 ヤンチェン・季晶・君塚仁子 亜細亜の風

2006/12/14 東京 荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安 ウタウアシブエ

2006/12/17 東京 中野 なかのZERO 北原志穂・Jose de la Margara 金玉星の韓日文化交流

2006/12/19 東京 広尾 サムラート Nello Angelucci・Edgar Kautzner トリオ・アクースティカ

2006/12/21 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2006/12/22 東京 広尾 サムラート 小川紀美代

2006/12/24 神奈川 相模大野 ラシェット 土濃塚隆一郎・nica・江原伸・安斉孝秋・Mickey・
土田さとし・本郷修史・スミ☆アヤコ・ 中山彰太・
増田一郎・鈴木みかこ・野口真伍・佐藤朋子・
梁洙淵・田中智子・ゲスト

クリスマス・チャリティ

2006/12/27 東京 神田 PASATIEMPO 福田大治・國分陽子・長田明広・長田順子 開店記念
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