
智詠ライブ履歴（３） 2007～2008

２００7 年

2007/1/13 東京 築地市場 CUBAN CAFE 福田大治・星衛・伊藤アツ志 新春スペシャルライブ

2007/1/18 東京 広尾 サムラート 小川紀美代

2007/1/23 東京 日暮里 サニーホール 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・
星衛・渡辺大輔

MAYA コンサート

2007/1/24 埼玉 久喜 イトーヨーカドー ソロ ホットハート・フェスティバル

2007/1/25 東京 四谷 メビウス 小川紀美代

2007/1/28 東京 原宿 クエストホール 沖仁・大儀見元・BIC・高井亮士・斉藤哲也・
伊集院史朗・高岸弘樹・
矢幅歩・畠山美由紀・島裕介

『NACIMIENTO』発売記念

2007/1/29 埼玉 久喜 イトーヨーカドー 芝崎早智子・田子亜希子 ホットハート・フェスティバル

2007/1/31 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2007/2/6 東京 広尾 サムラート Nello Angelucci アクースティカ

2007/2/8 北海道 札幌 レストラン のや 岡田浩安・渡辺亮・吉田ユウ子・嵯峨治彦 ウタウアシブエ

2007/2/10 北海道 豊浦 とわにー 豊浦町地域交流センター 柳瀬美保・岡田浩安・嵯峨治彦・星直樹・渡辺亮 異国夜会

2007/2/13 東京 広尾 サムラート Nello Angelucci アクースティカ

2007/2/14 東京 大塚 ウエルカム・バック 日下部由美・芝崎早智子・岡田浩安 LA NOCHE LATINA

2007/2/15 東京 広尾 サムラート 小川紀美代

2007/2/16 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代・東谷健司

2007/2/18 山形 酒田 ラストリーフ 岡田浩安・吉田ユウ子 ウタウアシブエ

2007/2/20 東京 広尾 サムラート Nello Angelucci・Edgar Kautzner アクースティカ

2007/2/21 東京 四谷 メビウス 小川紀美代

2007/2/23 東京 国分寺 クラスタ Capital・井上ルミ げんかん楽ライブ

2007/2/24 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2007/2/25 茨城 水戸 清ら 岡田浩安・山本恭久・eco うたうあしぶえ

2007/2/28 東京 広尾 サムラート Nello Angelucci・Edgar Kautzner アクースティカ

2007/3/2 富山 魚津 新川文化ホール 福田大治・星衛・伊藤アツ志 DAIJITO&ビブラビトリオ

2007/3/3~4 東京 赤坂 赤坂区民センター 福田大治 世界舞踊祭2007

2007/3/5 東京 虎ノ門 パストラルホテル 福田大治 ボリビア大統領来日記念

2007/3/8 東京 大塚 Bar OWL may・miho

2007/3/9 東京 新宿 新宿文化センター Edgar Kautzner・Nello Angelucci イベント・アトラクション

2007/3/9 東京 広尾 サムラート 小川紀美代

2007/3/11 群馬 桐生 桐生市市民文化会館 芝崎早智子・岡田浩安・大束晋・小久保路子 ランチタイムコンサート

2007/3/14 埼玉 土呂 三本松 重廣誠

2007/3/16 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2007/3/17 神奈川 新横浜 スペースオルタ 岡田浩安・山本恭久・鬼武みゆき・早川哲也・
渡辺大輔・河井英里

ウタウアシブエ・スペシャルライブ（昼・夜公
演）

2007/3/21 栃木 那須 シェークオマール 重廣誠・富成千之

2007/3/23 東京 広尾 サムラート 福田大治

2007/3/25 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安 ウタウアシブエ

2007/3/29 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2007/3/30 埼玉 浦和 土瑠茶 重廣誠

2007/3/31 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・山本恭久 ウタウアシブエ

2007/4/7 東京 広尾 サムラート 日下部由美

2007/4/13 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2007/4/14 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治・小松早百合・星衛

2007/4/18 東京 代官山 CANDY Nello Angelucci・Edgar Kautzner アクースティカ

2007/4/21 東京 神田 PASATIEMPO 小川紀美代・福田大治

2007/4/27 東京 四谷 メビウス 小川紀美代

2007/4/29 東京 吉祥寺 のろ 小川紀美代・澤田理絵 吉祥寺音楽祭2007

2007/5/9 神奈川 横浜 中野地域ケアプラザ 福田大治 福祉団体イベント

2007/5/12 東京 虎ノ門 ル・プティ・トノー Nello Angelucci

2007/5/19 東京 祖師谷 トレジャーハウス・ワタナベ 岡田浩安・熊本比呂志 オープン60周年記念

2007/5/20 東京 中野 ギャラリーHORI 君塚仁子・宮下敏子 サロンコンサートシリーズ

2007/5/27 埼玉 草加 草加健康センター Coco石井・鞍掛和子 フラメンコショー

2007/5/28 東京 四谷 メビウス 小川紀美代

2007/6/1 東京 神楽坂 オーシャンゼリゼ 昌木悠子・須藤信一郎

2007/6/6 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/6/9 栃木 鹿沼 木行舎 東ヒデ 木行舎 初夏のコンサート

2007/6/16 大阪 梅田 プカソンコ 福田大治・熊澤洋子・神田哲拓・安達満里子 Daijito 関西ツアー

2007/6/16 滋賀 大津 あじさいの家 福田大治・神田哲拓 Daijito 関西ツアー

2007/6/23 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・福田大治 ウタウアシブエ

2007/6/24 東京 祖師谷 ムリウイ 東ヒデ・星菊丸 AZMAライブ

2007/6/29 東京 日暮里 シャレー・スイス・ミニ Gabriel Gonzalez・芝崎早智子 ARPA,ARPA y GUITARRA

2007/6/30 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/7/1 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安・山本恭久 ウタウアシブエ

2007/7/6 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2007/7/9 東京 内幸町 内幸町ホール 昌木悠子・岡本昭・中山育美・家野洋一・
池田達則・大熊慧・菅原晃・中村尚文

昌木悠子リサイタル

2007/7/11 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/7/14 東京 新宿 スペース・ゼロ 今村理恵・越智伊穂里・竹森瑞穂・
深澤智子・斉藤京子・
室田恵・金香淑・塚原理香子

プリメラ フラメンコフェスティバル

2007/7/14 東京 神田 PASATIEMPO 福田大治・小松早百合

2007/7/15 東京 新宿 スペース・ゼロ 宇佐美八千代・三谷浩子・堀江朋子 プリメラ フラメンコフェスティバル

2007/7/20 東京 外苑前 ジマジン 小川紀美代 Tango Tinto

2007/7/26 東京 四谷 メビウス 小川紀美代 Tango Tinto

2007/7/27 福井 武生 武生クラシックス 小川紀美代 Tango Tinto 福井ツアー

2007/7/28 福井 三国 おけら牧場 ラーバンの森 小川紀美代 Tango Tinto 福井ツアー

2007/7/29 福井 芦原温泉 べにや 小川紀美代 Tango Tinto 福井ツアー

2007/8/4 東京 上野公園 みずどりのステージ
守屋純子オーケストラ＆CHARITO・

UENO JAZZ INN'07
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MALTA JAZZ QUINTETT.plus・
Tango Tinto・浅草JAZZコンテスト～グランプリ･グループ･セッ
ション～

2007/8/10 神奈川 横浜 ADLIB 小川紀美代 Tango Tinto

2007/8/12 東京 吉祥寺 のろ 小川紀美代・澤田理絵 真夏の夜のタンゴ

2007/8/18 福島 いわき 草野心平記念文学館 星衛・伊藤アツ志 サマーナイト・コンサート

2007/8/25 福島 川俣 川俣町中央公民館 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙 川俣シャモ祭り・学生選手権

2007/8/30 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/9/1 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/9/2 埼玉 春日部 リバプール 岡田浩安・山本恭久 ウタウアシブエ

2007/9/8 埼玉 加須 市民プラザかぞ フーマ アンデスのひびき

2007/9/9 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 星衛・伊藤アツ志 スパニッシュ・カレント

2007/9/20 東京 新宿 サムラート 小川紀美代 Tango Tinto

2007/9/22 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・TOYO草薙 ウタウアシブエ

2007/9/23 東京 祖師谷 ムリウイ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/9/26 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2007/9/28 東京 四谷 DALI 中川美亜・KaZZma

2007/9/30 東京 国立 音楽の森コンサートフロア 日下部由美・国立アルパ教室 発表会＆コンサート

2007/10/3 山形 酒田 ラストリーフ 岡田浩安・TOYO草薙・吉田ユウ子 ウタウアシブエ

2007/10/12 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治

2007/10/14 千葉 千葉 えびすや Gabriel Gonzalez・芝崎早智子 ARPA,ARPA y GUITARRA

2007/10/18 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/10/20 東京 東北沢 テピート 八木啓代

2007/10/21 東京 銀座 日比谷Bar 岡田浩安・TOYO草薙・山本恭久

2007/10/27 東京 要町 GLADYS 芝崎早智子・Gabriel Gonzalez
清水圭子、田子亜希子、吉元光子、吉野恵理子

芝崎早智子と仲間たち

2007/10/27 東京 大塚 グレコ 喜多直毅・青木菜穂子・北村聡・田中伸司 グレコ10周年記念

2007/11/7 東京 新宿 サムラート 小川紀美代 Tango Tinto

2007/11/10 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2007/11/11 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/11/14 東京 吉祥寺 MANDA-LA2 東ヒデ・スティング宮本・星菊丸

2007/11/15 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2007/11/17 神奈川 新横浜 スペースオルタ 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・
渡辺大輔

MAYA

2007/11/18 東京 祖師谷 ムリウイ 東ヒデ・スティング宮本・星菊丸・星依里 夕愁の愉

2007/11/20 神奈川 二俣川 サンハート 岡田浩安・福田大治 ウタウアシブエ

2007/11/23 栃木 鹿沼 木行舎 早川純・小林隆雄・小林洋子 木行舎 秋のコンサート

2007/11/26 東京 吉祥寺 赤いからす 佐藤金之助・重廣誠・わきたにじゅんじ カキランビ ゲスト

2007/11/29 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・久保田修 キッチンライブ

2007/11/30 埼玉 桶川 ブラッドベリ 江藤善章・カホーンすずき

2007/12/1 神奈川 横浜 エンクエントロ 岡田浩安・山本恭久

2007/12/14 滋賀 大津 琵琶湖ホテル 小川紀美代 大津100人会 Xマスディナー

2007/12/16 東京 祖師谷 ムリウイ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/12/19 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2007/12/22 東京 瑞穂 スカイホール 小川紀美代・ジョルジュ高橋＆リタ スカイホール コンサート

2007/12/26 大阪 梅田 プカソンコ 岡田浩安・橋本仁・山村誠一 『AZUL Y VERDE』発売記念

２００８年

2008/1/11 東京 新宿 サムラート 日下部由美

2008/1/19 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安 ウタウアシブエ

2008/1/20 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安 智詠ソロライブ

2008/1/26 埼玉 久喜 イトーヨーカドー 芝崎早智子 ホットハート・フェスティバル

2008/1/28 東京 日暮里 サニーホール 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・
渡辺大輔

MAYA コンサート

2008/1/31 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/2/2 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代

2008/2/9 神奈川 横浜 長浜ホール 岡田浩安・福田大治

2008/2/17 東京 恵比寿 スタジオG-Box 小川紀美代 オープン記念ミロンガ

2008/2/22 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2008/2/23 神奈川 横浜 エンクエントロ 福田大治・岡田浩安

2008/3/4 千葉 柏 Studio WUU 岡田浩安・福田大治 Tierra Andina Trio

2008/3/6 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/3/7 神奈川 相模大野 グリーンホール相模大野 沖仁・高岸弘樹・沖みちこ 沖仁 コンサート

2008/3/9 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治・岩川光

2008/3/15 東京 豊洲 豊洲文化センター 沖仁・沖みちこ 沖仁 コンサート

2008/3/16 東京 吉祥寺 MANDA-LA2 八木啓代/
酒井俊・向島ゆり子・坂本弘道・水谷浩章

Tiny Adventure with Strings vol. 12

2008/3/27 東京 四谷 DALI 中川美亜

2008/3/29 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 福田大治・岡田浩安

2008/3/30 神奈川 横浜 エンクエントロ 山口智・岡田浩安

2008/4/5 青森 弘前 アークノア・コンサートホール 福田大治・岩川光 アンデスフォルクローレ・スーパーセッショ
ン

2008/4/6 宮城 仙台 シンガポールナイト 福田大治・高橋易宏・福田恭子

2008/4/10 東京 表参道 Cafe groove 小川紀美代/
sayaca・青木菜穂子・CRISTIAN＆NAO

verita Live!

2008/4/12 東京 戸越銀座 Tango Rex 須藤信一郎 ミロンガ

2008/4/14 東京 築地市場 CUBAN CAFE Joe Powers ミロンガ TangoNightSpecial

2008/4/15 東京 目黒 目黒パーシモンホール Joe Powers/ アミーゴ感謝祭

2008/4/17 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2008/4/19 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・福田大治

2008/4/22 東京 銀座 MY HUMBLE HOUSE TOKYO 小川紀美代 DT

2008/4/23 神奈川 横浜 モーション・ブルー・ヨコハマ 小川紀美代 A Touch of Music!

2008/4/26 静岡 御殿場 ホテル御殿場館21 Joe Powers 御殿場市国際交流協会主催

2008/5/1 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 須藤信一郎 Chiei live/guitar+piano

2008/5/9 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・田村直也・長岡敬二郎 キッチンライブ
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2008/5/16 神奈川 二俣川 サンハート 岡田浩安・福田大治 フォルクローレ・コンサート

2008/5/17 東京 築地市場 CUBAN CAFE TOYO草薙・Luis Sartor・貝谷吉浩・富谷雅樹・
桑原健一・安達満里子・長田明広・柿本千都留・
際田泰弘・小松邦彦・鈴木龍・高藤光彬・
堀越正信・守屋尚美・福田大治

第3回チャランゴの集い

2008/5/18 千葉 柏 DANKE 福田大治 生ハムとワインの会

2008/5/21 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/5/24 神奈川 横浜 横浜ベイブリッジ・スカイウォーク 八木啓代

2008/5/25 東京 祖師谷 ムリウイ 星衛 Chiei live/guitar+cello

2008/5/31 東京 六本木 ノチェーロ 福田大治・岡田浩安

2008/6/1 東京 祖師谷 ムリウイ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/6/4 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2008/6/5 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 小川紀美代 Tango Tinto

2008/6/6 埼玉 春日部 リバプール 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙 MAYA ゲスト

2008/6/8 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安 ウタウアシブエ

2008/6/9 東京 築地市場 CUBAN CAFE 小川紀美代・GYu Cuban cafe Tango Night

2008/6/13 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2008/6/20 東京 新宿 サムラート 小川紀美代

2008/6/22 東京 日暮里 サニーホール 芝崎クラス・Gabriel Gonzalez・芝崎早智子 発表会＆コンサート

2008/7/3 東京 曙橋 バック・イン・タウン 岡田浩安・星衛・田原キヨ・山本恭久 Chiei『不思議な風』発売記念

2008/7/4 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・福田大治

2008/7/5 埼玉 深谷 深谷市民文化会館 パンカリータス・大橋範子・宇佐美八千代 チャリティーコンサート「絆」

2008/7/8 静岡 静岡 静岡市役所静岡庁舎 岡田浩安・福田大治 Hotひといきコンサート

2008/7/10 東京 青山 南青山MANDALA 岡田浩安・熊本比呂志・鬼武みゆき・橋本仁 ウタウアシブエ スペシャルライブ

2008/7/11 埼玉 久喜 どんぐり 岡田浩安・田原キヨ・山本恭久 Chiei『不思議な風』発売記念

2008/7/12 神奈川 横浜 横浜ベイブリッジ・スカイウォーク 八木啓代

2008/7/13 東京 東新宿 PURO TANGO 須藤信一郎 ミロンガ

2008/7/16 神奈川 二俣川 サンハート Ricky Rodriguez リッキー・ロドリゲス コンサート

2008/7/17 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/7/19 神奈川 横浜 エンクエントロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/7/21 東京 築地市場 CUBAN CAFE 小川紀美代・Cristian & Nao・
Eiichiro & Tomoko・Gisela & Gaspar

Tango Night 3周年記念ミロンガ

2008/7/26 新潟 湯沢 苗場スキー場 ORANGE COURT 沖仁・大儀見元・高岸弘樹・伊集院史朗 Fuji Rock Festival '08

2008/7/29 千葉 柏 Studio WUU 早川純・伊藤アツ志・福田大治 Chiei『不思議な風』発売記念

2008/7/30 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2008/8/1 東京 祖師谷 ムリウイ 福田大治・岡田浩安

2008/8/4 東京 築地市場 CUBAN CAFE 須藤信一郎 Cuban cafe Tango Night

2008/8/9 長野 高遠 Del-Quit 小川紀美代 Tango Tinto

2008/8/14 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 田原キヨ Chiei live

2008/8/18 東京 築地市場 CUBAN CAFE 須藤信一郎 Cuban cafe Tango Night

2008/8/21 東京 四谷 DALI 中川美亜

2008/8/22 埼玉 春日部 リバプール 岡田浩安・山本恭久 ウタウアシブエ

2008/8/23 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・桑原健一 ウタウアシブエ

2008/8/29 茨城 北茨城 パンプキン 岡田浩安

2008/8/30 福島 川俣 川俣町中央公民館 橋本仁・岡田浩安・Ricky Rodriguez・渡辺大輔 川俣シャモ祭り・学生選手権

2008/9/2 東京 吉祥寺 STAR PINE'S CAFE 渡辺和之・熊本比呂志・
横山淳・田丸智也・豊明日美・川村亘平・
堀川弥生・Mizuki・アニー横山・
巻渕麻利子・坂本尚史・磯部舞子・江田雅人

風来楽団ライブ

2008/9/5 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2008/9/6 静岡 天竜 天竜ボート場 志賀昭裕・岡田浩安 ムーンライトコンサート

2008/9/9 神奈川 横浜 モーション・ブルー・ヨコハマ 小川紀美代・GYu & Mai La Tentacion de Tango Argentino

2008/9/11 東京 赤坂 赤坂フローラルプラザビル 岡田浩安・熊本比呂志 ランチタイム・コンサート

2008/9/11 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2008/9/14 兵庫 神戸 神戸学生青年センター 橋本仁・岡田浩安・渡辺大輔・勝野勉 万笛博覧会

2008/9/15 兵庫 神戸 神戸学生青年センター hatao・橋本仁・岡田浩安・石田秀幸・石田みか
楊雪元・福谷一美 ※セッション共演

万笛博覧会

2008/9/17 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・武井浩之 キッチンライブ

2008/9/19 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/9/21 東京 国立 音楽の森コンサートフロア 日下部由美・Gabriel Gonzalez・国立アルパ教室 発表会＆コンサート

2008/9/23 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安・吉田ユウ子 ウタウアシブエ

2008/9/25 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 山村誠一・岡田浩安 さえずりな夜

2008/9/26 神奈川 横浜 エンクエントロ 岡田浩安・山村誠一 ウタウアシブエ

2008/9/27 静岡 裾野 裾野市民文化センター 山村誠一・Gabriel Gonzalez・日下部由美・
岡田浩安・橋本仁・福田大治

月の夜のいざない 2008

2008/10/3 三重 菰野 鴎游舎 ソロ 『不思議な風』コンサート

2008/10/4 大阪 大正 ブリコラージュ 岡田浩安・山村誠一・伊沢陽一 ウタウアシブエ

2008/10/8 東京 中目黒 楽屋 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・
渡辺大輔

MAYA ゲスト

2008/10/12 東京 東新宿 PURO TANGO 須藤信一郎 ミロンガ

2008/10/13 東京 築地市場 CUBAN CAFE Joe Powers・AKITO&Aia・GYu&Mai Cuban cafe Special Tango

2008/10/16 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・福田大治

2008/10/18 東京 六本木 ノチェーロ 福田大治・小松早百合

2008/10/19 東京 神楽坂 キイトス茶房 Joe Powers Chiei live

2008/10/21 青森 弘前 弘前駅前市民ホール 佐藤ぶん太。・成田貴裕・登山囃子・ねぷた囃子 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2008/10/22 青森 青森 あづまたくみの店 佐藤ぶん太。・成田貴裕・登山囃子・ねぷた囃子 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2008/10/24 青森 青森 ホテル青森 岩川光・福田大治 アンデスの夜明けディナー＆コンサート

2008/10/25 青森 弘前 アークノア・コンサートホール 岩川光・福田大治 Hikalukas 帰国凱旋記念

2008/10/26 千葉 柏 Studio WUU 岡田浩安・山本恭久・福田大治
渡辺大輔・菊井万佑子・桑原健一・安岡恒・
古場隼人

ウタウアシブエ
PACHAMAMAX

2008/10/30 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/10/31 東京 日暮里 シャレー・スイス・ミニ Gabriel Gonzalez・芝崎早智子 ARPA コンサート

2008/11/1 東京 六本木 ノチェーロ 岡田浩安・桑原健一 ウタウアシブエ

2008/11/8 東京 祖師谷 ムリウイ 岡田浩安・桑原健一 ウタウアシブエ
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2008/11/9 東京 東新宿 PURO TANGO 池田達則 ミロンガ

2008/11/10 東京 築地市場 CUBAN CAFE Joe Powers・AKITO&Aia Cuban cafe Tango Night

2008/11/12 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック Joe Powers

2008/11/13 東京 代官山 晴れたら空に豆まいて 青木菜穂子・北村聡・会田桃子・東谷健司・
Joe Powers

2008/11/16 北海道 札幌 レストラン のや 福井岳郎・岡田浩安・吉田ユウ子 ティンクナ

2008/11/17 北海道 札幌 柿崎宅 岡田浩安

2008/11/18 北海道 札幌 時計台 岡田浩安・吉田ユウ子 イベント『北の省エネ達人になろう！』

2008/11/23 東京 四谷 コア石響 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・
石田秀幸・石田みか・渡辺大輔

MAYA コンサート

2008/11/24 東京 築地市場 CUBAN CAFE 小川紀美代・GYu & Mai Cuban cafe Special Tango

2008/11/27 東京 西麻布 コイーバ・アトモスフィア霞町 小川紀美代 Tango Tinto

2008/11/28 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 会田桃子

2008/11/30 東京 東新宿 PURO TANGO KOKO ミロンガ

2008/12/3 東京 六本木 ノチェーロ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/12/4 神奈川 戸塚 明治学院大学 横浜校舎チャペル 岡田浩安／小島則子・名越隆子・山本由香子 風のうたコンサート

2008/12/5 東京 六本木 ノチェーロ 八木啓代

2008/12/7 東京 四谷 メビウス 小川紀美代・近藤達郎・小川紀美代クラス バンドネオン教室発表会

2008/12/11 東京 西荻窪 ビストロ・サンジャック 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2008/12/12 東京 四谷 DALI 中川美亜

2008/12/13 東京 祖師谷 ムリウイ ソロ Chiei Live

2008/12/14 東京 瑞穂 耕心館 岡田浩安 イルミネーションコンサート

2008/12/20 神奈川 鷺沼 コーヒーハウス・サギヌマ 小川紀美代 Tango Tinto

2008/12/20 東京 東新宿 PURO TANGO 須藤信一郎・池田達則 ミロンガ

2008/12/21 神奈川 横浜 エンクエントロ 岡田浩安・熊本比呂志・橋本仁 ウタウアシブエ

2008/12/23 宮城 仙台 シンガポールナイト 岡田浩安・橋本仁・福田大治 Tierra Andina

2008/12/29 東京 築地市場 CUBAN CAFE 青木菜穂子・鈴木崇朗・GYu & Mai Cuban cafe Special Tango
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