
智詠ライブ履歴（７） 2015～2016

２０１５年

2015/1/12 宮崎 宮崎 ステッサ 石塚隆充・小山豊・生田りさ パーティー演奏

2015/1/13 愛知 日進 森の響 小川紀美代 新春ツアー

2015/1/14 三重 四日市 石窯パン・和みカフェ ゆるり 小川紀美代

2015/1/15 愛知 名古屋 ギャラリー・ホール 風の音 小川紀美代

2015/1/16 京都 一乗寺 恵文社コテージ 小川紀美代

2015/1/16 京都 一乗寺 焼肉屋 いちなん 小川紀美代

2015/1/18 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ 小川紀美代・伊須裕巳 アルゼンチンの音、スペインの風

2015/1/25 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

2015/2/7 栃木 葛生 手打ちそば かみやま Ren・大島春生

2015/2/9 東京 明大前 マイスペース 岡田浩安

2015/2/11 埼玉 与野 シャイン いましろ由子

2015/2/13 茨城 古河 チャンガラカフェ 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/15 埼玉 川越 松村屋旅館 石塚隆充 『Sincro』 vol.2 

2015/2/16 福島 いわき Music & Bar QUEEN 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/17 栃木 宇都宮 be off 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/18 群馬 桐生 有鄰館 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/19 千葉 館山 一粒の麦 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/20 神奈川 川崎 川崎国際交流センター 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志

2015/2/21 群馬 桐生 桐生大学 石塚隆充 パーティー演奏

2015/2/22 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 / 石塚隆充

2015/2/24 高知 高知 メフィストフェレス 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/25 徳島 徳島 Music Bar Rickey 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/26 愛媛 松山 Monk 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/27 佐賀 佐賀 シネマテーク 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/2/28 長崎 長崎 自由飛行館. かすてら珈琲 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/3/1 大分 大分 ブリック・ブロック 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/3/6 東京 六本木 アルフィー 石塚隆充 『Sincro』 vol.2

2015/3/7 栃木 日光 今市文化会館 Ren・原直子 イベントゲスト

2015/3/13 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 仁詩・田中庸介

2015/3/14 東京 瑞穂 耕心館 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ2015

2015/3/15 埼玉 熊谷 片倉シルク記念館 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ2015

2015/3/29 愛媛 今治 美須賀小学校 青野和範 閉校記念

2015/3/29 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

2015/4/3 愛媛 松山 萬翠荘 沖仁 沖仁con智詠

2015/4/4 愛媛 松山 三津浜サンジャック 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ2015

2015/4/5 愛媛 松山 萬翠荘 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ2015

2015/4/17 東京 駒沢 リュバン 星衛 イベント演奏

2015/4/18 栃木 佐野 佐野市文化会館 Ren・須藤信一郎・小野晃・田嶋真佐雄・熊本比呂志 『雪の街』発売記念

2015/4/19 群馬 太田 今井酒造店神龍蔵 Ren・須藤信一郎・熊本比呂志 『雪の街』発売記念

2015/4/24 愛媛 松山 Y's Cafe ソロ・伊須裕巳 スミダヒロミの世界

2015/4/26 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

2015/5/10 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

2015/5/14 東京 新宿 バックインタウン Toshi Onizuka What a beautiful day 

2015/5/15 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 石塚隆充 Tango & Flamenco 

2015/5/17 東京 蒲田 大田区民ホール アプリコ Ren・早川純・熊本比呂志・保阪幸恵 『雪の街』発売記念

2013/5/19 愛媛 松山 キーストンバー 須藤信一郎

2015/5/24 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

2015/6/7 愛媛 松山 葛掛五社神社 伊須裕巳・レアル・アカデミア・ラ・シージャ/丸山有子（共演） 第16回奥久谷ほたる祭り

2015/6/21 新潟 新潟 新潟NOCプラザ Ren 越後ななつぼし

2015/6/23 岐阜 岐阜 シンデレラホール 石塚隆充・大儀見元・石塚まみ・コモブチキイチロウ・岩月香央梨 "Volando voy"

2015/6/24 大阪 大阪 ロイヤルホース 石塚隆充・大儀見元・石塚まみ・コモブチキイチロウ・岩月香央梨 "Volando voy"

2015/6/26 神奈川 横浜 モーションブルー・ヨコハマ 石塚隆充・大儀見元・石塚まみ・コモブチキイチロウ
sayaka・伊集院史朗・Carmen Porcel

"Volando voy"

2015/6/27 栃木 宇都宮 ラ・ルッコラ Ren 

2015/6/28 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

2015/7/4 栃木 高根沢 レストラン麻希 Ren 

2015/7/5 栃木 栃木 リヴァージュ Ren 

2015/7/7 東京 代官山 ウイークエンド・ガレージ・トーキョー 伊澤陽一 / うすいしんすけ・坂本剛・渡辺健悟・sugames japon

2015/7/11 埼玉 与野 シャイン 熊坂路得子・米澤一平・米澤一輝 ティータイム・コンサート

2015/7/17 大阪 大阪 喫茶サザンカ 橋本仁・岡田浩安

2015/7/18 愛媛、 松山 日本バプテスト道後キリスト教会 岡田浩安

2015/7/19 愛媛 松山 シングアウト 岡田浩安・Antonio Camaque 「エスペシアル」

2015/7/19 愛媛 松山 松山バプテスト教会 岡田浩安 イベント演奏

2015/7/20 岡山 児島 むかし下津井回船問屋「蔵ほーる」 橋本仁・岡田浩安

2015/7/26 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

2015/7/30 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 菅沼聖隆 Masa&Chiei 

2015/8/6 東京 大塚 All in fun 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2015/8/7 東京 町田 和光大学ポプリホール鶴川 沖仁 沖仁フラメンコ・ギターコンサート

2015/8/23 愛媛 松山 バルマル・エスパーニャ松山店 伊須裕巳・久保田美佐

2015/8/29 愛媛 松山 ケロファクトリー空 Antonio Camaque・Mas Brian 

2015/8/30 愛媛 松山 ベティ・クロッカーズ一番町 仁詩・須藤信一郎

2015/9/1 新潟 長岡 アオーレ長岡 Rosaura Silvestre・谷口庄平/

小川紀美代・多田行規・丸山貴和・Nagaoka de tango

2015/9/4 埼玉 浦和 カフェ・トーン 伊澤陽一

2015/9/5 栃木 足利 足利市民会館 Ren・大島春生 イベント演奏
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2015/9/6 東京 祖師谷 ムリウイ 小川紀美代・星衛

2015/9/8 東京 品川 東京マリオットホテル 石塚隆充・コモブチキイチロウ・加瀬田聡・Carmen Porcel パーティー演奏

2015/9/9 東京 銀座 TACT 熊坂路得子・岡田浩安・熊本比呂志

2015/9/13 栃木 足利 鑁阿寺 Ren（共演） 加藤登紀子コンサート

2015/9/19 静岡 裾野 裾野市民文化センター 岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志
小川紀美代・GYU＆Maiko

山村誠一

月の夜のいざない20周年

2015/9/20 静岡 藤枝 カクタスハウス 岡田浩安・熊本比呂志

2015/9/21 山梨 山中湖 スワンボートハウス 岡田浩安・熊本比呂志 関係者向けイベント

2015/9/21 山梨 山中湖 白鳥の湖号 岡田浩安・熊本比呂志 クルーズコンサート

2015/9/22 静岡 裾野 十里木サービスセンター 岡田浩安・熊本比呂志

2015/10/3 群馬 邑楽 石打こぶ観音 Ren・犬伏青畝 チャリティーコンサート

2015/10/4 栃木 日光 東武ワールドスクウェア Ren・早川純 「 台北101」完成記念

2015/10/4 栃木 小山 自然薯の里 Ren・須藤信一郎

2015/10/8 埼玉 羽生 飛鳥薬局 石塚隆充・太田マキ・近藤裕香・容昌 イベント演奏

2015/10/11 茨城 つくば フランス料理グルマン 渡辺大輔・Ren・保阪幸恵 ケーナ二重奏2015 

2015/10/12 茨城 かすみがうら 四万騎農園 渡辺大輔・Ren・保阪幸恵 ケーナ二重奏2015 

2015/10/13 山形 遊佐 ゆうすい 岡田浩安 施設演奏

2015/10/13 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安

2015/10/14 山形 酒田 松陵小学校 岡田浩安 レクチャーコンサート

2015/10/14 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安

2015/10/15 宮城 仙台 カワイミュージックショップ仙台 秋元広行・岡田浩安・John VIdal・高橋易宏 ボリビアの宴

2015/10/18 東京 あきる野 秋川キララホール 沖仁・Jose Colon 沖仁フラメンコ・ギターコンサート

2015/10/24 埼玉 所沢 所沢市民文化センター ミューズ 沖仁・Jose Colon 沖仁フラメンコ・ギターコンサート

2015/10/25 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

2015/10/31 栃木 宇都宮 パルティーとちぎ Ren・犬伏青畝・渡辺大輔・Ricky Rodriguez 『やくそく』コンサート

2015/11/1 東京 荻窪 衎芸館音楽サロン Ren・渡辺大輔・保阪幸恵

2015/11/6 大阪 御幣島 喫茶サザンカ 岡田浩安・橋本仁・勝野勉

2015/11/14 愛媛 今治 今治国際ホテル 青野和範 パーティー演奏

2015/11/21 愛知 豊田 シティーカフェ Ren・大島春生 Renツアー

2015/11/22 岐阜 多治見 光が丘第一公民館 Ren・大島春生 Renツアー

2015/11/23 大阪 吹田 吹田メイシアター Ren 吹田フォルクローレフェスタ

2015/11/23 大阪 扇町 ボダイジュカフェ Ren・大島春生 Renツアー

2015/11/29 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

2015/12/4 茨城 つくば ノバホール 石塚隆充・濱田吾愛 「ロルカが愛したフラメンコ」

2015/12/6 東京 駒場 旧前田侯爵邸洋館 石塚隆充・濱田吾愛 「ロルカが愛したフラメンコ」

2015/12/8 沖縄 西原 Sairaiin音楽堂 石塚隆充・濱田吾愛 「ロルカが愛したフラメンコ」

2015/12/10 東京 高円寺 カサ・デ・エスペランサ 石塚隆充・濱田吾愛 「ロルカが愛したフラメンコ」

2015/12/12 栃木 佐野 アルシオーネ・コート佐野 Ren・須藤信一郎・早川純・田嶋真佐雄 とちぎ未来大使就任記念

2015/12/13 栃木 矢板 矢板市文化会館 Ren・倉沢大樹 クリスマスジョイントコンサート

2015/12/16 東京 大塚 All in fun 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2015/12/18 青森 弘前 喫茶れもん 佐藤生朗・渋谷幸平/佐藤ぶん太、・熊本比呂志 佐藤生朗ソロライブ

2015/12/19 青森 岩木 岩木文化センター 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・なかじまみか・登山囃子・ねぷた囃子有志 佐藤ぶん太、30周年記念

2015/12/20 岩手 野田 苫屋 佐藤ぶん太、・熊本比呂志

2015/12/20 岩手 野田 えぼし荘 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 チャリティーコンサート

２０１６年

2016/1/4 愛媛 松山 全日空ホテル 伊須裕巳 パーティー演奏

2016/1/9,10 愛媛 松山 FM愛媛 伊須裕巳 イベント演奏

2016/1/16 スペイン マヨルカ A l'Andaluza Alberto Cortes・Miguel Cano ライブ飛び入り

2016/1/29 宮崎 宮崎 ステッサ 石塚隆充・生田りさ イベント演奏

2016/1/30 鹿児島 曽於 あおい薬局 石塚隆充 イベント演奏

2016/1/30 鹿児島 薩摩川内 あおい薬局 石塚隆充 イベント演奏

2016/1/31 宮崎 佐土原 野点会場 石塚隆充・生田りさ イベント演奏

2016/2/7 福岡 博多 ロスピンチョス 松下みき・古迫うらら・占部智恵・加来幸子・
石塚隆充・伊集院史朗

Alba Rosa フラメンコライブ

2016/2/21 栃木 足利 足利市民プラザ Ren・Renケーナ教室・Ricky Rodrigueｚ・須藤信一郎・渡辺大輔 Renファミリーコンサート

2016/2/24 東京 晴海 第一生命ホール 沖仁 ライフサイクルコンサート

2016/2/28 愛媛 砥部 砥部町文化会館 小川紀美代・伊須裕巳 春の足音

2016/3/8 愛知 日進 森の響 石塚隆充 Sincro 

2016/3/9 愛知 西尾 さんがい亭 石塚隆充・磯村幸平 Sincro 

2016/3/10 愛知 名古屋 Arts&Music 源 石塚隆充・岩月香央梨 Sincro 

2016/3/12 東京 瑞穂 耕心館 須藤信一郎 ノクターンコンサート

2016/3/13 栃木 小山 小山グランドホテル Ren・酒井和嘉子・須藤信一郎・熊本比呂志 パーティー演奏

2016/3/17 東京 大塚 All in fun 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2016/3/18 東京 六本木 ビルボードライブ東京 沖仁・伊集院史朗・Siroco 沖仁 Spring tour 2016 

2016/4/1 大阪 梅田 ビルボードライブ大阪 沖仁・伊集院史朗・Siroco 沖仁 Spring tour 2016  

2016/4/2 愛知 名古屋 名古屋ブルーノート 沖仁・伊集院史朗・Siroco 沖仁 Spring tour 2016 

2016/4/9 群馬 前橋 アミーゴ Ren 30周年記念パーティー

2016/4/10 埼玉 大宮 ギャラリー ゼフィール いましろ由子

2016/4/17 埼玉 春日部 エバーチャイルド 篠原宣義 / 高山直敏・桜岡美紀・嶽本章 Primavera! 

2016/5/8 栃木 足利 名草ふるさと交流館 Ren・須藤信一郎・熊本比呂志 木もれ陽コンサート

2016/5/15 栃木 塩原 ピアノピアーノ 高山直敏・篠原宣義 ・桜岡美紀・嶽本章・松尾和秀 アルゼンチン・フォルクローレの調べ

2016/5/21 愛媛 松山 全日空ホテル 伊須裕巳 パーティー演奏

2016/6/2 徳島 徳島 Music Bar Rickey 石塚隆充 Sincro 

2016/6/10 栃木 小山 スペインバルCASA Ren スペインナイト

2016/6/12 栃木 佐野 ピアノカフェ ムジーク Ren・大島春生

2016/6/14 東京 明大前 マイ・スペース 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2016/6/16 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 アビエルト
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2016/6/17 東京 大塚 All in fun 山下TOPO洋平・会田桃子 とぽけろっちぇ

2016/6/18 茨城 ひたちなか 関山楽器 ブリックスホール 渡辺大輔・Ren・保坂幸恵 ケーナアンサンブル2016 

2016/6/19 栃木 那須 那須町文化センター 高山直敏・篠原宣義 ・嶽本章・松尾和秀
Fumika&Azuquita / Los companeros

音魂祭プレイベント

2016/6/27 愛媛 松野 正木本店酒蔵 林田ひろゆき・佐藤ぶん太、 伊予美人ライブvol.24 

2016/7/3 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 2016 

2016/7/8 東京 銀座 ヤマハホール 沖仁 沖仁フラメンコギターコンサート

2016/7/10 神奈川 大船 パラッツォ・ヴィオラ Ren・大島春生 ケーナコンサート

2016/7/12 東京 新宿 LIVE BAR∞Strength 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 / 

なかむらたけ・黒田玲兎・CARRIE☆彡・北川正理

イベント飛び入り

2016/7/15 東京 曙橋 バックインタウン 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2016/7/16 栃木 那須塩原 くだものやカフェ 通りの茶屋 藤屋 高山直敏・篠原宣義 ・嶽本章 音魂祭プロモーションライブ

2016/7/28 愛媛 松山 大和屋本店 能舞台 沖仁 FM愛媛開局35周年記念

2016/7/30 愛媛 松山 FM愛媛 オープンスタジオ 菅沼聖隆 FM愛媛開局35周年記念

2016/8/13 愛媛 今治 クルーズ船 銀河 青野和範（共演） 伯方島花火クルーズ

2016/8/20 埼玉 川口 川口リリア 催し広場 Ren・須藤信一郎 ケーナコンサート

2016/8/21 茨城 水戸 好文カフェ Ren・熊本比呂志 ケーナコンサート

2016/8/25,26 青森 平川 平川市文化センター 佐藤ぶん太、・林田ひろゆき・笹川皇人・山田里千美・熊本比呂志 平川市市制10周年記念

2016/8/27 岩手 野田 野田村役場 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 野田まつり

2016/8/28 青森 弘前 喫茶れもん 小野華那子・熊本比呂志 アルパコンサート

2016/9/7 山口 岩国 エグレッタ 岡田浩安・橋本仁 イベント演奏

2016/9/11 埼玉 加須 アスタホール フーマ ドゥオ・マティス クルブフーマ

2016/9/13 山形 酒田 松陵小学校 岡田浩安 学校公演

2016/9/14 山形 酒田 亀ヶ崎小学校 岡田浩安 学校公演

2016/9/14 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安・渡辺大輔

2016/9/15 山形 酒田 地見興屋小学校 岡田浩安・渡辺大輔 学校公演

2016/9/15 山形 酒田 港座 岡田浩安・渡辺大輔

2016/9/16 山形 遊佐 ゆうすい 岡田浩安・渡辺大輔 施設演奏

2016/9/17 栃木 那須塩原 塩原 高山直敏・篠原宣義・嶽本章

2016/9/18 宮城 仙台 長町遊楽庵 びすた～り 高山直敏・篠原宣義 ・嶽本章・松尾和秀

2016/9/21 東京 明大前 マイ・スペース 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2016/9/23 静岡 藤枝 カクタスハウス 岡田浩安・熊本比呂志 / 田中峰彦 ウタウアシブエ

2016/9/24 静岡 裾野 裾野市民文化センター 岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志 / 田中峰彦・田中りこ 月の夜のいざない2016 

2016/10/1 栃木 宇都宮 Tete a tete ソロ / 熊坂路得子 ギターライブ

2016/10/2 神奈川 川崎 カフェ・マイム Ren 

2016/10/14 愛媛 今治 神戸洋酒倶楽部 青野和範

2016/10/16 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

2016/10/18 岡山 真庭 落合中学校 伊集院史朗・清水順子・高岸弘樹 学校公演

2016/10/23 愛媛 松山 渡部家住宅 仁詩・桑原知七

2016/10/28 栃木 日光 東武ワールドスクウェア Ren イベント演奏

2016/10/29 栃木 日光 東武ワールドスクウェア 早川純 イベント演奏

2016/11/2 東京 赤坂 Ao Mo Link 佐藤ぶん太、 津軽ないと！

2016/11/3 東京 渋谷 渋谷区文化総合センター大和田 沖仁・容昌・伊藤彩・今井香織 / 吉田光一 沖仁tour2016"Guitarra flamenca" 

2016/11/5 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

2016/11/12 愛媛 今治 一味真 青野和範 パーティー演奏

2016/11/13 愛媛 松山 Monk 青野和範

2016/11/14 長崎 長崎 長崎県美術館 沖仁 沖仁tour2016"Dos Guitarras"  

2016/11/15 福岡 博多 Gate's7 沖仁 沖仁tour2016"Dos Guitarras" 

2016/11/18 大阪 梅田 サンケイホールブリーゼ 沖仁・容昌・伊藤彩・今井香織 / SIROCO 沖仁tour2016"Guitarra flamenca" 

2016/11/19 愛媛 宇和島 南楽園 伊須裕巳 南予プレミアムダイニング

2016/11/22 栃木 佐野 佐野市文化会館 Ren・大島春生 イベント演奏

2016/11/22 東京 渋谷 ラストワルツ 熊坂路得子・岡田浩安・熊本比呂志 / Lyra Ultima 「静かな喧騒」

2016/11/24 宮城 仙台 電力ホール 沖仁・容昌・伊藤彩・今井香織 沖仁tour2016"Guitarra flamenca" 

2016/11/25 東京 銀座 タンゲーラ 須藤信一郎 / Masa ミロンガ

2016/11/26 東京 小平 ルネこだいら 沖仁・容昌・伊藤彩・今井香織 二葉チャリティーコンサート

2016/11/27 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

2016/11/29 愛知 名古屋 名古屋市芸術創造センター 沖仁・容昌・伊藤彩・今井香織 / SIROCO 沖仁tour2016"Guitarra flamenca" 

2016/12/3 北海道 札幌 道新ホール 沖仁・容昌・伊藤彩・今井香織 沖仁tour2016"Guitarra flamenca" 

2016/12/4 茨城 水戸 にのまえ 福田大治

2016/12/6 栃木 那須 カフェ ロルモ Ren・熊本比呂志

2016/12/14 栃木 宇都宮 甘味処 おりおん Ren 

2016/12/17 茨城 結城 結城文化センターアクロス Ren・渡辺大輔・TOYO草薙・須藤信一郎 クリスマスコンサート

2016/12/21 神奈川 川崎 カフェレストラン・ポトス 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2016/12/22 東京 高円寺 カサ・デ・エスペランサ 石塚隆充 パセオフラメンコライブ

2016/12/23 東京 中目黒 中目黒トライ 伊集院史朗・川崎裕子・小島裕子・清水順子・
石塚隆充・齋藤誠・コモブチキイチロウ・高島真悟

Rendezvous～出逢い～

2016/12/25 栃木 佐野 あくとプラザ Ren・渡辺大輔・須藤信一郎・田嶋真佐雄・熊本比呂志 クリスマスチャリティーコンサート
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