
智詠ライブ履歴（６） 2013～2014

２０１３年

2013/1/5 東京 瑞穂 耕心館 伊沢陽一・石川雅康 ノクターンコンサート

2013/1/12 群馬 館林 レストランTSUKASA Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2013

2013/1/13 東京 四ツ谷 シンルンボ 菅沼聖隆 ノチェーロソイ

2013/1/23 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2013/1/26 長野 八ヶ岳 八ヶ岳高原音楽堂 沖仁 沖仁コンサート

2013/1/29 東京 六本木 アルフィー 石塚隆充・石塚まみ・今福健司 Atakanto nuevo vol.4

2013/2/9 鹿児島 鹿児島 可否館 Ren ケーナコンサート

2013/2/11 大分 大分 ブリックブロック Ren /竹取の翁「PAN」 ケーナコンサート

2013/2/23 愛媛 松山 シングアウト 岡田浩安 /グルーポ・サイータ ウタウアシブエ

2013/2/24 愛媛 松山 松林寺 岡田浩安 ウタウアシブエ

2013/3/4 愛媛 松山 愛媛県県民文化会館 真珠の間 伊須裕巳 イベントアトラクション

2013/3/16 茨城 古河 チャンガラ・カフェ Ren 

2013/3/17 埼玉 狭山 東雲サロン Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2013 

2013/3/18 東京 渋谷 公園通りクラシックス 岡田浩安・鬼武みゆき ウタウアシブエ

2013/3/21 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 早川純

2013/3/24 東京 渋谷 公園通りクラシックス 菅沼聖隆・早川純・門馬由哉・容昌 Masa&Chiei special live 

2013/3/31 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ ソロ /伊須裕巳 スタジオライブvol.1 

2013/4/13 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 大柴拓・鈴木崇朗

2013/4/14 栃木 宇都宮 ホテル東日本宇都宮 エデンズ・ダンススタジオ他 /大柴拓・鈴木崇朗 MIYA DANCE COLLECTION

2013/4/26 大阪 扇町 ボダイジュカフェ Ren ジョイントコンサート

2013/4/27 岡山 玉野 くらび舎 Ren ジョイントコンサート

2013/5/10 大阪 大阪 チャクラ 岡田浩安・山口智・山浦庸平 CIRCLE 1/2ライブ

2013/5/12 山形 鶴岡 花門 岡田浩安・鬼武みゆき

2013/5/13 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安・TOYO草薙

2013/5/14 山形 遊佐 町立小学校 岡田浩安・TOYO草薙 学校公演

2013/5/14 山形 酒田 シェディオーク 岡田浩安・TOYO草薙

2013/5/18 栃木 宇都宮 サザンクロスホール Ren・倉沢大樹 5周年記念ジョイントコンサート

2013/5/19 群馬 館林 聖ペテロ＆パウロ教会 Ren ザ・トレジャーガーデン

2013/5/19 群馬 桐生 ベーカリーカフェ レンガ Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2013

2013/5/22 東京 下北沢 テピート 八木啓代

2013/5/25 群馬 高崎 セレンディップ Ren・大島春生

2013/5/26 神奈川 平塚 音楽スペース パル Ren・大島春生

2013/6/9 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ 岡本進・木越剛・北村まき・伊須裕巳 リンコン・フラメンコ

2013/6/16 愛媛 松山 キーストンバー 須藤信一郎

2013/6/22 佐賀 鹿島 エイブルホール 沖仁 沖仁コンサート

2013/6/27 神奈川 新百合ヶ丘 しんゆりバール ガッティ 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2013/6/29 埼玉 与野 ギャラリーシャイン 熊坂るつこ・岡田浩安・熊本比呂志 ティータイムコンサート

2013/6/30 東京 荻窪 衎芸館音楽サロン Ren・早川純

2013/7/6 神奈川 藤沢 ライブ館 楽友ホール 重森裕子クラス・高岸弘樹・鈴木一義・Jose Colon フラメンコ発表会

2013/7/7 埼玉 川越 小江戸蔵里 つどい処展示蔵ギャラリー Ren・渡辺大輔・保坂幸恵 ケーナ二重奏2013 

2013/7/21 愛媛 松山 ザ・グリーンカーメル 森脇あゆみ ディナーショーⅥ

2013/7/27 愛媛 松山 大街道特設ステージ レアル・アカデミア・ラ・シージャ /伊須裕巳 土曜夜市

2013/7/31 東京 目黒 ブルースアレイ・ジャパン 石塚隆充・石塚まみ・長谷川暖・コモブチキイチロウ・
大儀見元・佐久間大和・伊集院史朗・Carmen Porcel・
Karin&Daichi 

『Revolución』発売記念

2013/8/3 東京 町田 和光大学ポプリホール鶴川 沖仁 沖仁コンサート

2013/8/4 東京 明大前 マイ・スペース 岡田浩安・TOYO草薙

2013/8/5 群馬 高崎 トラットリア・パッパーレ 伊沢陽一・石川雅康

2013/8/8 山形 葉山温泉 名月荘 沖仁 沖仁コンサート

2013/8/10 福島 郡山 郡山ユラックス熱海 Ren 東北みらいづくりDAY 

2013/8/11 東京 浅草 アサヒ・アートスクエア 東京バンドネオン倶楽部with小松亮太ｕｎｉｔ ・
ロベルト杉浦・KaZZma・SAYACA ・
Chizuko&Andres・Hiroshi&Kyoko・Takami&Joe・
Zumi Kazumi Kuwabara unit /Rueda de Tango 

グランミロンガ

2013/8/23 大阪 御幣島 喫茶サザンカ 岡田浩安・勝野勉 サンポーニャ二重奏

2013/8/24 静岡 浜松 ホテルコンコルド浜松 岡田浩安・志賀昭裕 /ケンキ 浜松工業高校OB&OG祭

2013/8/30 愛知 安城 カフェラテ Ren ジョイントコンサート

2013/8/31 兵庫 神戸 さくらみかふぇ Ren ジョイントコンサート

2013/9/1 京都 烏丸御池 ちおん舎 Ren ジョイントコンサート

2013/9/3 北海道 札幌 渡辺淳一文学館 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙・渡辺大輔 MAYAコンサート

2013/9/5,6 北海道 北見 端野町公民館 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙・渡辺大輔 芸術鑑賞会

2013/9/8 福岡 芥屋 芥屋海水浴場 沖仁 Sunset live2013

2013/9/9 北海道 札幌 パザール 岡田浩安・TOYO草薙・吉田ユウ子 17周年記念ライブ

2013/9/14 高知 高知 要法寺 Ren ケーナコンサート

2013/9/15 埼玉 蓮田 ギャラリーいずみや Ren 

2013/9/16 東京 小金井 小金井市民交流センター 東京バンドネオン倶楽部with小松亮太ｕｎｉｔ ・
ロベルト杉浦・KaZZma・SAYACA ・
桑原和美＆Carlos Rivarola/ 阿保郁夫

バンドネオン倶楽部演奏会

2013/9/22 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ 岡田浩安・伊須裕巳 スタジオライブvol.3

2013/9/25 山形 酒田 カフェ アフタヌーンティー 岡田浩安・TOYO草薙・吉田ユウ子

2013/9/26,27 山形 酒田/遊佐 市立小学校ほか 岡田浩安・TOYO草薙・吉田ユウ子 学校公演

2013/9/28 静岡 裾野 裾野市民文化センター 木村林太郎・菅野朝子/

岡田浩安・福田大治・熊本比呂志・渡辺大輔
月の夜のいざない2013

2013/9/29 東京 国分寺 Ｌホール 日下部由美・アルパ教室生徒 発表会

2013/10/1 千葉 柏 WUU 岡田浩安・嵯峨治彦・渡辺亮・鬼武みゆき Nature acoustic

2013/10/5 愛知 岡崎 岡崎市シビックセンター 沖仁・島裕介・Jose Colon 沖仁ツアー"Dialogo"

2013/10/6 埼玉 大宮 m&caps 酒井俊・熊坂るつこ
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2013/10/11 東京 町田 万象房 菅沼聖隆 Masa&Chiei 

2013/10/12 i茨城 かすみがうら 四万騎農園 Ren・渡辺大輔・保坂幸恵・石黒亘 ケーナ二重奏2013 

2013/10/12 茨城 石岡 シェやなぎさわ Ren・渡辺大輔・保坂幸恵・石黒亘 ケーナ二重奏2013 

2013/10/14 北海道 札幌 道新ホール 岡田浩安・嵯峨治彦・渡辺亮・吉田ユウ子/山本純一 /宇野章午 ネーチャーフォーラム2013

2013/10/15 北海道 札幌 レストラン のや 岡田浩安・鬼武みゆき・渡辺亮 ウタウアシブエ

2013/10/20 愛媛 松山 松山市総合コミュニティーセンター レアル・アカデミア・ラ・シージャ /伊須裕巳 市民文化祭 芸術祭

2013/10/24 新潟 長岡 ギャラリー沙蔵 小川紀美代・多田行規 /畠山徳雄・チェスター池井 クラブ南十字星

2013/10/25 新潟 三条 三条東映ムービル 花音 小川紀美代

2013/10/26 新潟 田上 椿寿荘 小川紀美代

2013/10/27 埼玉 上尾 上尾市文化センター Ren / 佐藤嘉奈恵・赤間亜紀子 オータムコンサート

2013/11/4 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ レアル・アカデミア・ラ・シージャ /伊須裕巳 おさらい会

2013/11/16 栃木 益子 つかもとカフェ Ren 

2013/11/16 栃木 鹿沼 黒田養蜂園 Honey-B Ren・シャングリラ

2013/11/17 神奈川 横浜 横浜ビール驛の食卓 甲山三詠・渡辺大輔・福田大治 南米音楽の夕べ

2013/11/30 滋賀 愛荘 ハーティーセンター秦荘 福井岳郎・岡田浩安・吉田ユウ子 ティンクナ・コンサート

2013/12/1 愛媛 松山 ひめぎんホール レアル・アカデミア・ラ・シージャ /伊須裕巳 生涯学習夢まつり

2013/12/5 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 須藤信一郎・西原なつき

2013/12/6 茨城 笠間 グリーンファーム Ren クリスマスコンサート

2013/12/7 東京 明大前 マイ・スペース 福田大治・小川紀美代・岡田浩安 『Live in Bolivia』発売記念

2013/12/8 埼玉 新座 畑中公民館 熊坂るつこ・岡田浩安・熊本比呂志 クリスマスコンサート

2013/12/28 愛媛 松山 国際ホテル松山 伊須裕巳・ラムジィ千賀子・岡本進 / トシミナ パーティー演奏

2013/12/28 愛媛 松山 カラフル Shigechan・マナベトモコ・青野和範・菊池司・山下吟・
岡本進 / トシミナ

パーティー演奏

２０１４年

2014/1/5 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ 森脇あゆみ・伊須裕巳 新春ギターライブ2014 

2014/1/21 埼玉 浦和 浦和ロイヤルパインズホテル 熊坂路得子・柴田奈穂・西村直樹 パーティー演奏

2014/1/25 愛媛 松山 愛媛県身体障害者福祉センター レアル・アカデミア・ラ・シージャ・伊須裕巳 「人工内耳友の会」イベント演奏

2014/1/27,28 愛媛 松山 バル・マル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・山本直子・岡本進 オープン記念ライブ

2014/2/2 宮城 名取 イオンモール名取 福田大治・高橋泰祐 メキシコ・キューバウイーク

2014/2/11 愛媛 松山 ベティ・クロッカーズ一番町 仁詩・水村浩司・須藤信一郎 Trio Virtusツアー

2014/2/16 栃木 葛生 手打そば かみやま Ren・熊本比呂志

2014/3/1 群馬 太田 喫茶室サロンかぜくら Ren 

2014/3/2 茨城 古河 チャンガラカフェ Ren 

2014/3/8 長野 佐久 画廊喫茶 パンの花 Ren 

2014/3/9 神奈川 川崎 カフェ マイム Ren 

2014/3/15 愛媛 松山 バル・マル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/3/21 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ 佐藤ぶん太、・伊須裕巳 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2014/3/23 愛媛 松野 元「伊予美人」 正木本店酒蔵 佐藤ぶん太、・伊須裕巳・山下貴大＆鬼城太鼓 伊予美人ライブvol.21

2014/3/28 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 岡田浩安

2014/3/29 東京 瑞穂 耕心館 岡田浩安 ノクターンコンサート

2014/3/30 東京 荻窪 衎芸館音楽サロン Ren・大島春生・渡辺大輔

2014/4/5 群馬 桐生 ベーカリーカフェ レンガ Ren・大島春生

2014/4/6 茨城 結城 割烹のやど 結城ガーデン Ren・須藤信一郎 お花見deケーナコンサート

2014/4/13 愛媛 砥部 砥部町文化会館 小川紀美代・伊須裕巳 バンドネオンコンサート

2014/5/5 愛媛 松山 松山市民会館 レアル・アカデミア・ラ・シージャ・石塚隆充・伊須裕巳 SABOR Y GRACIA 2014 

2014/5/17 栃木 宇都宮 トヨタウッドユーホームプラザ オトスク Ren・早川純

2014/5/18 埼玉 浦和 柏屋楽器 フォーラムホール Ren・早川純

2014/5/22 愛媛 松山 キーストンバー 須藤信一郎・石原公彦

2014/5/24 愛媛 松山 バル・マル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/6/7 茨城 ひたちなか 関山楽器 ブリックスホール 渡辺大輔・Ren・保阪幸恵 ケーナ二重奏2014 

2014/6/8 東京 高円寺 写真BAR 白黒 小川紀美代・蛇腹隊

2014/6/14 広島 広島 日本福音ルーテル広島教会 仁詩・田中庸介・姜暁艶

2014/6/15 愛媛 松山 ベティ・クロッカーズ一番町 仁詩・田中庸介

2014/6/28,29 東京 日比谷 日生劇場 石塚隆充・飯田みち代・アントニオ・アロンソ・伊礼彼方・
清水華澄・馬原裕子・ICCOU・コモブチキイチロウ・大儀見元・
伊集院史朗・吉田久美子・石塚まみ・平塚洋子・朝日千晶・伊藤拓

ロルカとアンダルシア

2014/7/4 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 小川紀美代

2014/7/5 群馬 前橋 地中海レストラン アミーゴ Ren 

2014/7/6 栃木 佐野 育かほるバレエスタジオ Ren・須藤信一郎・木田浩卓

2014/7/12 埼玉 与野 ギャラリーシャイン 熊坂路得子・柴田奈穂・西村直樹

2014/7/ 13 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 柴田奈穂・熊坂路得子・西村直樹 夏宵カルテット

2014/7/26 愛媛 松山 宝厳寺 レアル・アカデミア・ラ・シージャ 道後オンセナートイベント

2014/7/27 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/8/3 愛媛 松山 国際ホテル松山 マダム重子・マナベトモコ・菊池司・山下吟/ 仁詩 シャンソンリサイタル

2014/8/15 栃木 小山 自然薯の里 Ren・小野晃

2014/8/16 栃木 宇都宮 慈光寺 Ren・須藤信一郎・熊本比呂志 慈光寺千燈明 奉納演奏

2014/8/22 東京 祖師谷 ムリウイ 菅沼聖隆 Masa&Chiei 

2014/8/23 群馬 高崎 アトリエ・ミストラル Ren・大島春生

2014/8/24 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/8/31 東京 町田 柳橋会館 山下TOPO洋平・会田桃子 そよかぜサロンコンサート

2014/9/7 埼玉 上尾 上尾市文化センター Ren・熊坂路得子

2014/9/9 栃木 那須 カフェロルモ Ren 

2014/9/14 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ Ren・伊須裕巳・la silla ケーナが奏でる名曲たち

2014/9/15 高知 四万十 カフェレスト風雅 Ren 昼・夜公演

2014/9/21 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/9/24 神奈川 読売ランド前 バハル 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2014/9/27 栃木 湯西川温泉 平家の里 伝習館 Ren・大島春生 第一回ファンの集い

2014/10/4 新潟 津南 無印良品 津南キャンプ場 石塚隆充・Carmen Porcel・今福健司 雑誌 『SWITCH』 企画
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2014/10/6 東京 木場 レインボータウンＦＭ 熊坂路得子 / 樹凛 クリスタルレインボークラブ

2014/10/8 東京 新宿 エル・フラメンコ 鈴木英夫、生徒一同（ソロ） フラメンコギターアカデミー30周年

2014/10/10 青森 平川 平賀東小学校 佐藤ぶん太、 学校公演

2014/10/10 青森 弘前 長徳寺 佐藤ぶん太、 イベント演奏

2014/10/10 青森 弘前 喫茶れもん 佐藤ぶん太、工藤史子 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2014/10/11 青森 弘前 石のむろじ 佐藤ぶん太、吉永純子 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2014/10/14 山形 遊佐 藤崎小学校 岡田浩安・TOYO草薙 開校記念コンサート

2014/10/14 山形 遊佐 西遊佐まちづくりセンター 岡田浩安・TOYO草薙

2014/10/15 山形 遊佐 ゆうすい 岡田浩安・TOYO草薙

2014/10/15 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安・TOYO草薙

2014/10/18 静岡 裾野 裾野市民文化センター 山口智／岡田浩安・福田大治・熊本比呂志・渡辺大輔 月の夜のいざない2014

2014/10/19 愛媛 松山 松山市民会館 レアル・アカデミア・ラ・シージャ /伊須裕巳 市民文化祭 芸術祭

2014/10/19 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/10/24 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 仁詩・田中庸介

2014/10/25 群馬 邑楽 石打こぶ観音 Ren・早川純 チャリティーコンサート

2014/10/26 茨城 水戸 好文cafe Ren・早川純 / 赤津代里子・マリコ

2014/11/12-16 東京 日比谷 日生劇場 横山恵子／飯田みち代 見角悠代／馬原裕子 清水華澄／向野由美子
石塚隆充 加藤宏隆／小田桐貴樹 柴山秀明／鹿野浩史 狩野賢一／佐藤望
長谷川初範
大木美枝 加形裕子 河口三千代 北爪和代 白神晴代 福間章子 藤井あや
藤長静佳 増田弓 南智子 宮田早苗 森川朋子 山下千夏 山本千鶴 横町あゆみ
アクセル・アルベリシ 五十嵐耕司 伊藤拓 木下あきら
三枝宏次 中村征矢 堀部佑介 山田洋平 
広上淳一 読売日本交響楽団
フェルミン・ケロル 朱雀ハルナ 平塚洋子

オペラ「アイナダマール」

2014/11/20 愛媛 松山 リブ・アート 伊須裕巳 展覧会オープニングイベント

2014/11/23 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ

2014/11/26 神奈川 横浜 かなっくホール 小川紀美代 国連ウィメンよこはま主催

2014/11/30 愛媛 松山 ひめぎんホール レアル・アカデミア・ラ・シージャ・伊須裕巳 生涯学習"夢"まつり

2014/12/7 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 小川紀美代

2014/12/8 東京 銀座 TACT 柴田奈穂・熊坂路得子 『トワトワト』CD発売記念

2014/12/12 茨城 つくば ホテルグランド東雲 渡辺大輔・保阪幸恵・石黒亘 パーティー演奏

2014/12/13 群馬 桐生 ベーカリーカフェ レンガ Ren・小野晃

2014/12/14 愛媛 松山 松山全日空ホテル カルロス重川・青野和範・菊池司・山下吟 パーティー演奏

2014/12/14 愛媛 松山 カラフル カルロス重川・青野和範・菊池司・山下吟

2014/12/20 栃木 宇都宮 宇都宮市文化会館 Ren・小野晃・川本悠自・熊本比呂志 / 原直子 ファンクラブ結成記念

2014/12/23 栃木 足利 ニューミヤコホテル足利 Ren・須藤信一郎・田嶋真佐雄 / 伊須裕巳 あしかが輝き大使就任記念

2014/12/28 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・ラムジィ千賀子
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