
智詠ライブ履歴（８） 2017～2019

２０１７年

2017/1/8 愛媛 松山 ズッケロ 伊集院史朗・伊須裕巳・久保田美佐 プレミアムディナーライブ

2017/1/18 東京 曙橋 バックインタウン 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 『津軽の風』発売記念

2017/1/21 秋田 大館 大館市民文化会館 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・大沢しのぶ・吉永純子 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2017/1/22 青森 弘前 ヒロロ 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 イベント演奏

2017/1/24,25 青森 弘前 喫茶れもん 佐藤ぶん太、・熊本比呂志・吉永純子 『津軽の風』発売記念

2017/1/28 大分 別府 富士屋 一也百ホール 石塚隆充・太田マキ フラメンコとタンゴの夕べ

2017/1/29 大分 大分 大分銀行宗麟館 太田マキ・石塚隆充
川上摩紀・下郡紀子・町園裕子・山崎ミカ

レクチャーコンサート

2017/1/30 宮崎 日向 日向音楽堂 石塚隆充 フラメンコとタンゴの夕べ

2017/1/31 宮崎 宮崎 ポトリージョ 石塚隆充 フラメンコとタンゴの夕べ

2017/2/1 熊本 熊本 Casa de arte 石塚隆充・藤田真紀・Tango Hayato フラメンコとタンゴの夕べ

2017/2/3 東京 小金井 宮地楽器ホール 沖仁・容昌 フラメンコギターコンサート

2017/2/5 神奈川 横浜 杉田劇場 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 アビエルト

2017/3/11 東京 瑞穂 耕心館 伊須裕巳・織田洋美 ノクターンコンサート

2017/3/12 茨城 古河 チャンガラカフェ 伊須裕巳・織田洋美 シージャ・イ・メサ

2017/3/20 埼玉 大宮 ギャラリー ゼフィール いましろ由子

2017/4/2 愛媛 松山 宝厳寺 石塚隆充・伊須裕巳 お花見フラメンコ

2017/4/15 栃木 宇都宮 ララカフェ Ren・須藤信一郎・熊本比呂志 ケーナ教室移転記念（昼・夜公演）

2017/4/16 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 石塚隆充 フラメンコとタンゴの夕べ

2017/4/21 東京 富ヶ谷 Hakuju Hall 沖仁 ワンダフルoneアワー（昼・夜公演）

2017/4/22 群馬 太田 太田市学習文化センター Ren・熊本比呂志 関係者向けイベント

2017/5/14 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

2017/5/19 群馬 高崎 高崎シティーギャラリー Ren・大島春生・熊本比呂志

2017/5/20 埼玉 春日部 エバーチャイルド 高山直敏 / 嶽本章・高山京子

2017/5/21 東京 銀座 銀座ブロッサム Francisco Forquera&Daiana Pujol・Luis&Analia・Daniel& Agustina

Aco&Mariko・Takashi&Megumi・Diana&Ezequiel・Eiichiro&Mana

桑原和美・Toshiyuki・Axel・KaQ・Shuhei・Takami・Kotoyo・
GYU&夏美れい
青木菜穂子・北村聡・田中伸司・瀬尾鮎子・Sayaca・串間保

タンゴミラクル vol.8

2017/6/10 東京 初台 近江楽堂 Ren 

2017/6/17 茨城 つくば ルーラル吉瀬 Ren・犬伏青畝 / 渡辺大輔

2017/6/18 埼玉 鶴ヶ島 HALLE Ren・犬伏青畝

2017/6/24 群馬 桐生 ベーカリーカフェレンガ Ren・須藤信一郎

2017/6/26 東京 明大前 マイスペース 岡田浩安・TOYO草薙 Zampona Traditional 

2017/6/30 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

2017/7/1 東京 初台 東京オペラシティ コンサートホール 沖仁・高岸弘樹・伊集院史朗・Jose Colon・
藤谷一郎・斉藤哲也・島裕介 / ジョン・カビラ

15周年記念公演「Quince」

2017/7/2 埼玉 鴻巣 ギャラリーカフェ ストーク 岡田浩安

2017/7/8 栃木 佐野 佐野市文化会館 Ren・大島春生・小野晃・大津雄地・田嶋真佐雄・糸永衣里 / 
TOYO草薙 / 田中健

10周年記念コンサート

2017/7/9 岐阜 瑞浪 瑞浪市地域交流センターときわ Ren・大島春生・小野晃・大津雄地

2017/7/26 愛媛 松山 キーストンバー 須藤信一郎

2017/8/13 愛媛 今治 クルーズ船 銀河 青野和範・伊須裕巳/ 堀尾泰麿 /眞鍋智子・桑原知七・木藤麻衣子 ランチ＆伯方島花火クルーズ

2017/8/27 埼玉 行田 長光寺 空華 Ren・須藤信一郎

2017/9/6 東京 曙橋 バックインタウン 菅沼聖隆 Masa&Chiei 

2017/9/15 神奈川 横浜 関内ホール 沖仁・野崎洋一・容昌 横浜いのちの電話コンサート

2017/9/16 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 青木菜穂子

2017/9/17 栃木 大田原 那須与一伝承館 多目的ホール Ren・犬伏青畝・熊本比呂志

2017/9/20,21 北海道 北斗 北斗市総合文化センター 佐藤ぶん太、林田ひろゆき・笹川皇人・熊本比呂志 TKJ学校公演

2017/9/22 北海道 札幌 レッドベリースタジオ 岡田浩安

2017/9/24 東京 新宿 タブラオ・フラメンコ"ガルロチ" 石塚隆充・ハクエイ キム Spanish Soul&Flamenco 

2017/9/28 東京 赤坂 ノヴェンバー・イレブンス みつとみ俊郎・石田みどり キッチンライブ

2017/9/29 埼玉 春日部 エバーチャイルド 岡田浩安・福田大治・渡辺大輔 ティエラ・アンディーナ

2017/9/30 静岡 裾野 裾野市民文化センター 佐藤ぶん太、・浅野聡太・平尾良樹 /
岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志

月の夜のいざない2017 

2017/10/3 山形 酒田 ライフケア黒森 岡田浩安 施設演奏

2017/10/4 山形 遊佐 ゆうすい 岡田浩安 施設演奏

2017/10/4 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安・石黒亘

2017/10/5 山形 酒田 松陵小学校 岡田浩安 学校公演

2017/10/5 山形 酒田 泉学区コミュニティーセンター 岡田浩安・石黒亘

2017/10/6 山形 鶴岡 特別養護老人ホーム おおやま 岡田浩安 施設演奏

2017/10/7 東京 神楽坂 ザグリー 熊坂路得子・米澤一平・米澤一輝

2017/10/8 埼玉 加須 古民家ギャラリー花おん Ren・須藤信一郎 昼夜公演

2017/10/9 埼玉 川口 フレンディア Ren・大島春生 パーティー演奏

2017/10/21 三重 志摩 志摩地中海村 石塚隆充 フラメンコとタンゴを歌う

2017/10/25 栃木 宇都宮 ホテル東日本宇都宮 Ren・須藤信一郎・大津雄地 パーティー演奏

2017/10/29 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 松山市民文化祭 芸樹祭

2017/11/2 東京 赤坂 カーサ・クラシカ 藤沢エリカ

2017/11/4 群馬 邑楽 石打こぶ観音 Ren・TOYO草薙 チャリティーコンサート

2017/11/10 宮城 仙台 電力ホール 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico

2017/11/16 北海道 札幌 札幌市教育文化会館 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico

2017/11/18 愛媛 松山 ひめぎんホール 中村仁樹・三島高校書道部（共演） 県民総合文化祭総合フェスティバル

2017/11/24 大阪 梅田 サンケイホールブリーゼ 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico

2017/11/26 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

2017/11/26 愛媛 松山 松山市総合コミュニティセンター 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙・寺澤むつみ・渡辺大輔 MAYA30周年記念コンサート

2017/11/29 愛知 名古屋 名古屋市芸術創造センター 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico
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2017/12/2 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～vol.2

2017/12/3 神奈川 本厚木 キャビン 石塚隆充・ハクエイ キム Spanish Soul&Flamenco 

2017/12/5 愛知 日進 森の響 岡田浩安 ウタウアシブエ

2017/12/6 大阪 高槻 Studio73 岡田浩安 ウタウアシブエ

2017/12/7 愛知 名古屋 コンティーゴ 岡田浩安・Yuna ウタウアシブエ

2017/12/9 神奈川 大船 鎌倉芸術館 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico

2017/12/10 東京 台場 ヒルトン東京お台場 Ren・大島春生・早川純・星衛・大津雄地 / 加藤登紀子 『Home』発売記念

2017/12/16 福岡 福岡 電気ビルみらいホール 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico

2017/12/17 栃木 野木 エニスホール Ren・倉沢大樹・渡辺大輔

2017/12/23 東京 渋谷 渋谷区文化総合センター大和田 沖仁・伊集院史朗・容昌・野崎洋一・伊藤彩・今井香織 沖仁 CONCERT TOUR 2017 Clásico

2017/12/24 茨城 石岡 茨城県フラワーパーク 渡辺大輔・山本光 クリスマスコンサート

2017/12/25 茨城 土浦 パルケ 渡辺大輔・山本光 クリスマスコンサート

２０１８年

2018/2/1 東京 銀座 サロン・ド・G 早川純 / 松井春美 アートステンシル協会イベント

2018/2/11 栃木 宇都宮 宇都宮市文化会館 Renケーナ教室
Ren・渡辺大輔・TOYO草薙・大島春生・熊本比呂志

ケーナファミリーコンサート

2018/2/14 大阪 御幣島 喫茶サザンカ 橋本仁・岡田浩安

2018/2/15 広島 大竹 大竹会館 橋本仁・岡田浩安 パーティー演奏

2018/2/17 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 ウタウアシブエ×ラ・シージャ

2018/2/22 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 青木菜穂子

2018/2/24 栃木 西那須野 REDS 高山直敏 / 塩満友紀・堀田カツノブ・芝崎一郎・高山京子

2018/2/25 栃木 下野 グリムの館 Ren・大島春生・大津雄地

2018/3/10 東京 瑞穂 耕心館 石塚隆充 ノクターンコンサート

2018/3/11 神奈川 川崎 カフェ・ド・シュロ 佐藤ぶん太、・熊本比呂志 津軽の笛と大地の響き

2018/4/10 愛知 名古屋 Hitomiホール 吉田絵奈・藤谷一郎

2018/4/14 埼玉 川口 キャバリーノ いましろ由子

2018/4/15 埼玉 春日部 エバーチャイルド 高山直敏・塩満友紀 / Nao y papa ・高山京子

2018/5/1 千葉 稲毛 CANDY 石塚隆充・ハクエイ キム Spanish Soul&Flamenco 

2018/5/3 山梨 山中湖 富士急セールスオフィス 岡田浩安・熊本比呂志

2018/5/4 静岡 裾野 十里木サービスセンター 岡田浩安・熊本比呂志

2018/5/5 山梨 河口湖 管理事務所サロン 岡田浩安・熊本比呂志 関係者向けコンサート

2018/5/13 栃木 足利 名草ふるさと交流館 Ren・TOYO草薙 木もれ陽コンサート

2018/6/9 群馬 前橋 アミーゴ Ren・神尾真木子 昼・夜公演

2018/6/14 東京 晴海 晴海トリトンスクエア 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙 /  三浦肇・Tom Vanopphem 晴海はればれWorld Days

2018/6/16 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 青木菜穂子

2018/6/17 茨城 阿見 本郷ふれあいセンター ケーナ研修生 / 渡辺大輔・岡田浩安・TOYO草薙 ケーナの風コンサート

2018/7/1 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・伊集院史朗・伊須裕巳 ラ・シージャ15周年記念

2018/7/2 沖縄 那覇 ペーニャあまんかい Ren / Silvio Moreno・Linda Moreno Ren沖縄ツアー

2018/7/10 栃木 那須 ロイヤルホテル那須 Ren ななつぼし in 那須

2018/7/14 宮城 仙台 長町遊楽庵びすた～り 高山直敏・塩満友紀・井ノ浦英雄 『天上大風』発売記念

2018/7/15 福島 川俣 だいち 高山直敏・塩満友紀・井ノ浦英雄 『天上大風』発売記念

2018/7/16 栃木 大田原 カフェ アズ 高山直敏・塩満友紀・井ノ浦英雄・堀田カツノブ 『天上大風』発売記念

2018/7/24 山口 宇部 ピアノイン・ステラ 今井美樹・渡辺大輔

2018/7/25 山口 周南 和光保育園 今井美樹・渡辺大輔

2018/7/25 山口 山口 山口グランドホテル 今井美樹・渡辺大輔 ヌーベルシノワの宴

2018/7/26 山口 下松 専明寺 今井美樹・渡辺大輔

2018/7/26 山口 柳井 ベルゼ 今井美樹・渡辺大輔

2018/7/27 山口 下関 川棚グランドホテル 今井美樹・渡辺大輔 リニューアル記念

2018/8/4 山梨 河口湖 管理事務所サロン 早川純・熊本比呂志 関係者向けコンサート

2018/8/5 山梨 山中湖 富士急セールスオフィス 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 ２回公演

2018/8/7 東京 中目黒 楽屋 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 『ABIERTO』先行発売ライブ

2018/8/16 栃木 宇都宮 慈光寺 Ren・大島春生・熊本比呂志 奉納演奏

2018/8/19 愛媛 松山 松山市総合コミュニティセンター 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙・寺澤むつみ・渡辺大輔 『ユバルの夢』発売記念

2018/8/24 東京 町田 和光大学ポプリホール鶴川 沖仁 フラメンコギターコンサート

2018/8/26 群馬 桐生 有鄰館 煉瓦蔵 Ren・大島華生・糸永衣里 『スタジオジブリの世界』リリースツアー

2018/8/30 東京 新宿 全労済ホール スペース・ゼロ 石井奏碧・神谷真弓 / 須田隆久・上藪よう子
田中隆太・ 田中奈都子 / 智詠・伊須裕巳
内藤信・ 阿部碧里 / 永潟三貴生・ 横山亜弓
増井健一・ 増井みどり / 伊集院史朗

プリメラ フラメンコフェスティバル

2018/9/2 茨城 古河 チャンガラ・カフェ 伊須裕巳・早川純 シージャ・イ・メサ

2018/9/7 東京 日本橋 日本橋公会堂 沖仁 中央区在住・在勤向け公演

2018/9/14 愛媛 松山 大街道 特設ステージ 伊須裕巳・岡本進・水田真子・藤本美穂・書道がーるず 松山デザインウィークOPイベント

2018/9/15 高知 高知 高知市文化プラザ かるぽーと Ren・熊本比呂志 『スタジオジブリの世界』リリースツアー

2018/9/16 高知 南国 隆遊の庭 Ren・熊本比呂志 『スタジオジブリの世界』リリースツアー

2018/9/17 大阪 大阪狭山 SAYAKAホール 沖仁 フラメンコギターコンサート

2018/9/24 宮城 仙台 ペニーレイン 岡田浩安・熊本比呂志・高橋易宏 ウタウアシブエ

2018/9/25 山形 酒田 酒田特別支援学校 岡田浩安・熊本比呂志 学校公演

2018/9/25 山形 遊佐 ゆうすい 岡田浩安・熊本比呂志 慰問演奏

2018/9/25 山形 遊佐 西遊佐まちづくりセンター 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2018/9/26 山形 酒田 琢成小学校 岡田浩安・熊本比呂志 学校公演

2018/9/26 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安・熊本比呂志 ウタウアシブエ

2018/9/27 山形 酒田 若浜小学校 岡田浩安・熊本比呂志 学校公演

2018/9/27 山形 酒田 ライフケア黒森 岡田浩安・熊本比呂志 慰問演奏

2018/9/28 福島 郡山 郡山女子大学 建学記念講堂 沖仁・野崎洋一・容昌 学校公演

2018/10/7 茨城 水戸 好文cafe Ren・早川純 『スタジオジブリの世界』リリースツアー

2018/10/8 栃木 大田原 那須与一伝承館 多目的ホール Ren・熊本比呂志 / 岡田浩安 『スタジオジブリの世界』リリースツアー

2018/10/13 静岡 裾野 裾野市民文化センター 熊坂路得子・米澤一平・米澤一輝
岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志

月の夜のいざない2018
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加藤学園高校応援団

2018/10/14 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 松山市民文化祭 芸術祭

2018/10/18,19 東京 日本橋 日本橋公会堂 平富恵・La Trini・石塚隆充・Andoitz Ruibal・永田健
秦史乃・久保田晴菜・岡村友美・佐渡靖子
稲葉由希子・菊池和緒子・平尾華子・能重葉山・浅賀夏希
大儀見元・長谷川暖・早川純・林正樹・コモブチキイチロウ・金沢賢二

平富恵スペイン舞踊団10周年記念公演
「愛の賛歌」

2018/10/20 栃木 大田原 龍泉寺 岡田浩安・福田大治・渡辺大輔 / 東出五国 龍泉寺音楽会

2018/10/21 埼玉 鴻巣 こうのすシネマ 多目的ホール 岡田浩安・福田大治・渡辺大輔 ティエラ・アンディーナ

2018/10/26 東京 池袋 リビエラ東京 石塚隆充・コモブチキイチロウ・大儀見元 Forest Jazz

2018/11/3 東京 吉祥寺 STAR PINE'S CAFE 高橋雪・北村真紀子・柴崎和圭・須藤信一郎・岩崎鮎夏 空谷足音 10周年祭

2018/11/10 愛媛 今治 神戸洋酒倶楽部 青野和範

2018/11/17 熊本 山鹿 八千代座 平富恵・永田健・林田紗綾・松尾美香・秦史乃・久保田晴菜・岡村友美
稲葉由希子・菊池和緒子 / 石塚隆充・大儀見元

熊本八千代座×平富恵スペイン舞踊団
～夢、フラメンコの粋と情熱～

2018/11/21 愛知 名古屋 電気文化会館 沖仁・野崎洋一・容昌 沖仁 CONCERT TOUR 2018

2018/11/23 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・GENKI

Rendezvous ～出逢い～ vol.3

2018/11/24 神奈川 川崎 幸市民館 熊本比呂志・熊坂路得子・菅野朝子・菊池まゆ子
サンドラ・ヘフェリン マシュー・ノートン

多文化コンサート ～旅するヨーロッパ～

2018/11/28 大阪 大阪 いずみホール 沖仁・野崎洋一・容昌 沖仁 CONCERT TOUR 2018

2018/12/8 北海道 札幌 札幌市教育文化会館 沖仁・松本圭司・容昌 沖仁 CONCERT TOUR 2018

2018/12/9 栃木 宇都宮 ホテル東日本宇都宮 Ren・大島春生・糸永衣里・熊本比呂志 / 渡辺大輔 Ren クリスマスディナーショー

2018/12/10 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

2018/12/11 神奈川 大船 ZUMA 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 アビエルト

2018/12/15 福岡 福岡 電気ビルみらいホール 沖仁・野崎洋一・容昌 沖仁 CONCERT TOUR 2018

2018/12/19 東京 初台 東京オペラシティ コンサートホール 沖仁・野崎洋一・容昌 沖仁 CONCERT TOUR 2018

2018/12/21 宮城 仙台 電力ホール 沖仁・野崎洋一・容昌 沖仁 CONCERT TOUR 2018

2018/12/24 群馬 高崎 アートマルシェ Ren・小関基之・熊本比呂志 Ren クリスマスコンサート

２０１９年

2019/1/19 愛媛 松山 マツヤマ楽器 青野和範

2019/1/25 千葉 御宿 ラビドール御宿 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 関係者向けコンサート

2019/1/26 埼玉 加須 パストラルかぞ Ren・倉沢大樹・岡田浩安 『スタジオジブリの世界』リリース記念

2019/2/10 栃木 佐野 佐野市文化会館 Renケーナ教室 / Ren・早川純・大島春生・熊本比呂志 ケーナファミリーコンサート

2019/2/11 埼玉 浦和 ロイヤルパインズホテル 岡田浩安 パーティー演奏

2019/2/15 愛媛 松山 スタジオOWL 佐藤ぶん太、・山下たかひろ・稲井幸恵 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2019/2/24 愛媛 砥部 砥部町文化会館 伊須裕巳 / 石塚隆充・岡田浩安・早川純 シージャ・イ・メサ フラメンコリサイタル

2019/3/15 山口 周南 なごみの樹 今井美樹・渡辺大輔 慰問演奏

2019/3/15 山口 光 カフェ・アゴラ 今井美樹・渡辺大輔・小田慈

2019/3/16 山口 山口 菜香亭 今井美樹・渡辺大輔

2019/3/17 山口 柳井 法専寺 今井美樹・渡辺大輔

2019/3/24 埼玉 伊奈 杜のヴィエント いましろ由子/ 岡田浩安・川本正子

2019/3/27 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

2019/3/30 東京 瑞穂 耕心館 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 アビエルト

2019/3/31 神奈川 川崎 カフェ・ド・シュロ 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 アビエルト 昼・夜公演

2019/4/6 茨城 土浦 パルケ 渡辺大輔・今井美樹 Trio the 三大陸

2019/4/7 茨城 土浦 ジークレフ 渡辺大輔・今井美樹 Trio the 三大陸

2019/4/14 愛知 名古屋 千種文化小劇場 吉田絵奈・藤谷一郎 吉田絵奈 春コンサート

2019/5/12 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

2019/5/21 埼玉 川口 川口リリア Ren・大島春生 イベント演奏

2019/5/22 栃木 小山 小山グランドホテル Ren・大島春生・熊本比呂志 イベント演奏

2019/6/8 愛媛 松山 レアル・アカデミア・ラ・シージャ ソロ ラ・シージャライブvol.12 

2019/6/14 神奈川 鶴見 サルビアホール 橋本仁・岡田浩安・TOYO草薙・渡辺大輔・木村嶺汰 MAYA 

2019/6/16 栃木 真岡 市民"いちご"ホール Ren・小関基之・小野晃・糸永衣里 / 桑原健一 『Quena is vol.3』発売記念

2019/6/19 熊本 熊本 熊本市男女共同参画センター 佐藤ぶん太、・瑠香・井上さと子 / 代継太鼓保存会 横笛の世界 九州ツアー

2019/6/21 福岡 柳川 藤吉コミュニティセンター 佐藤ぶん太、・瑠香・井上さと子 / 片野聡 横笛の世界 九州ツアー

2019/6/22 福岡 糸島 けやきの杜 佐藤ぶん太、・瑠香・井上さと子 / 
小関茂義・ロドリゲス ルイス・竹山健人・Jin

横笛の世界 九州ツアー

2019/6/27 東京 雑司が谷 エル・チョクロ 青木菜穂子

2019/6/29 埼玉 北本 北本市文化センター 佐藤ぶん太、 ・すわんどGOLDEN TIMIES

北本太鼓かばざくら・北本あずま太鼓・北本市東地域コミュニティ委員会
太鼓祭 in きたもと

2019/6/30 新潟 糸魚川 西性寺 佐藤ぶん太、 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2019/7/2 長野 飯島 飯島町文化館 佐藤ぶん太、・寺門勝 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2019/7/5 群馬 榛東 月兎園 佐藤ぶん太、 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2019/7/13 神奈川 大船 パラッツォ・ヴィオラ 高橋希実江・大島春生・奥山敏美

2019/7/18 栃木 那須 ロイヤルホテル那須 Ren ななつぼし in 那須

2019/8/4 山口 山口 井上公園 木村嶺汰 イベント演奏

2019/8/4 山口 山口 湯田温泉 翠山荘 木村嶺汰 イベント演奏

2019/8/24 群馬 太田 太田市民会館 Ren・大島春生・糸永衣里

2019/8/25 栃木 宇都宮 トヨタウッドユーホーム オトスク Renケーナ教室 / Ren・大島春生 ケーナ教室ソロ発表会

2019/9/6 大阪 守口 鼓屋 佐藤ぶん太、 津軽の笛とフラメンコギターの世界

2019/9/12 東京 渋谷 JZ Brat 坂元理恵・柚木菁子・須藤信一郎・金益研二 『想いの届く日』発売記念

2019/9/14 埼玉 幸手 Sala KOE 岡田浩安・板垣あすか

2019/9/19 茨城 小美玉 生涯学習センター コスモス 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・渡辺大輔 MAYA イベント演奏

2019/9/20 茨城 かすみがうら 四万騎農園 橋本仁・岡田浩安・寺澤むつみ・TOYO草薙・渡辺大輔 MAYA 

2019/9/22 東京 神保町 楽屋 岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志 ティエラ・アンディーナ

2019/9/23 静岡 裾野 裾野市民文化センター ベノワ・ミロゴ 大西匡哉
岡田浩安・福田大治・渡辺大輔・熊本比呂志

月の夜のいざない2019 

2019/9/25 山形 酒田 亀ヶ崎小学校 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一 学校公演

2019/9/25 山形 酒田 松山城址館 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一 ウタウアシブエ

2019/9/26 山形 遊佐 ゆうすい 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一 慰問演奏

2019/9/26 山形 庄内 庄内町学童 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一・石黒亘 慰問演奏
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2019/9/27 山形 酒田 若浜小学校 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一・石黒亘 学校公演

2019/9/27 山形 酒田 カフェ・アフタヌーンティー 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一 ウタウアシブエ

2019/9/28 宮城 仙台 坐カフェ 岡田浩安・熊本比呂志・桑原健一・高橋易宏 ウタウアシブエ

2019/9/29 愛知 尾張旭 尾張旭市文化会館 吉田絵奈・藤谷一郎・吉川朗・尾張旭市民合唱団 尾張旭市文化協会設立40周年記念

2019/10/5 熊本 熊本 びぷれす広場 石塚隆充・岡田浩安 / キム・ドンウォン＆ぺ・イルドン / 舞踏青龍會/

樫原秀彦・葉山耕司 （セッション共演）
Street Art-plex 2019

2019/10/6 愛媛 松山 OWL 坂本健 /  yoshiko・高橋孝雄 坂本健ツアー

2019/10/14 愛媛 松山 坂の上の雲ミュージアム 伊須裕巳・須藤信一郎 ナイトミュージアム

2019/10/15 愛知 日進 森の響 須藤信一郎 solo.solo.duo 

2019/10/20 岐阜 瑞浪 ミュージアム中仙道 Ren・熊本比呂志 / 伊藤一樹 『Quena is vol.3』リリースツアー

2019/10/21 岐阜 瑞浪 カフェ―清涯荘 Ren・熊本比呂志 『Quena is vol.3』リリースツアー

2019/10/27 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 松山市民文化祭 芸術祭

2019/11/7 千葉 御宿 ラビドール御宿 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 関係者向けコンサート

2019/11/17 埼玉 加須 花おん 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 ABIERTO TOUR2019 

2019/11/20 愛知 名古屋 スターアイズ 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 ABIERTO TOUR2019 

2019/11/21 香川 丸亀 ピアノカフェ ルフラン 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 ABIERTO TOUR2019 

2019/11/23 愛媛 松山 FM愛媛 オープンスタジオ 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 / 伊須裕巳 ABIERTO TOUR2019 

2019/11/24 大阪 大阪 鴻臚館 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 ABIERTO TOUR2019 

2019/11/25 愛知 名古屋 エル・シド 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 ミロンガ出演

2019/11/28 東京 中目黒 楽屋 早川純・須藤信一郎・熊本比呂志 / 杵屋栄敏郎 ABIERTO TOUR2019 

2019/12/8 東京 日の出 シンフォニークルーズ Ren・大島春生・糸永衣里 クリスマス ランチクルーズ

2019/12/15 埼玉 杉戸 カサ・デ・フーマ ソロ 関係者向けコンサート

2019/12/19 東京 明大前 マイスペース 岡田浩安・熊本比呂志・勝野勉 ウタウアシブエ

2019/12/20 茨城 つくば ジークレフ 渡辺大輔・桑原健一・勝野勉 クリスマスコンサート

2019/12/21 茨城 土浦 アモル 渡辺大輔・桑原健一・勝野勉 クリスマスコンサート

2019/12/21 茨城 つくば ホテルグランド東雲 渡辺大輔 パーティー演奏

2019/12/22 埼玉 鴻巣 花久の里 川本正子・岡田浩安・いましろ由子
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