
年　月　日 タ　イ　ト　ル 出　演　者 会　場
２００６・３・２５ 第３回ひゃっけんだなまつりＭＵＳＩＣ　ＣＯＮＴＥＳＴ アマチュアバンド(音楽) 渋谷Ｏ－Ｃｒｅｓｔ
　　　　　４　・２ 源氏舞（第１３章　松） 古澤侑峯(舞踏) 光雲寺（京都）
　　　　　４・２９～５・３ ハワイアンイベント アネライカラニ(音楽) イクスピアリ
　　　　　６・　２ 綾乃ひびきソロ活動３周年記念コンサート 綾乃ひびき(音楽) 東京オペラシティー
　　　　　６・１０ 源氏舞（第１４章　螢） 古澤侑峯(舞踏) 建功寺（横浜）
　　　　　６・１４ 日本市民会議コンサート 綾乃ひびき(音楽) 両国国技館
　　　　　７・１０ ＴＩＰＡ(チベット舞台芸術団)東京公演 ＴＩＰＡ 五反田ゆうぽうと
　　　　　７・１５ ＪＲ東労組ピースライブ カズン(音楽) 川口リリアホール
　　　　１０・　７ 源氏舞（第１５章　空） 古澤侑峯(舞踏) 法然院（京都）
　　　　１０・２８ ハッピーハワイアンデイ ウルヴェヒゲェレロ(音楽) ｽﾃﾗﾎﾞｰﾙ＆クラブｅｘ
　　　　１１・１０　　　　　ダライラマ法王講演会 両国国技館
　　　　１１・１２ 源氏舞（第１６章　雨） 古澤侑峯(舞踏) 鉄仙会（青山）
　　　　１２・２３ 大野真澄（元ガロ）が奏でる学生街からのクリスマス 大野真澄(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　１２・２４ 天地人と大人のクリスマスイブ 天地人(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　１２・２５ ＡＢＣ（元オフコース）とすごすクリスマスナイト ＡＢＣ(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　１２・３１ カウントダウンパーティー 丸ノ内ホテル

２００７. ２・３～４・３ 享保雛と花匠前野のひなまつり 前野博紀（華道） 丸ノ内ホテル
　　　　　２・１１ 東個人タクシー協同組合３５周年パーティー 田才靖子(音楽) 椿山荘
　　　　　４・　６　　　　　　源氏舞（第１７章　乱） 古澤侑峯(舞踏) 十輪寺（京都）
　　　　　４・２９～５・６ チベットスピリチュアルフェスティバル 護国寺
　　　　　５・２０ 源氏舞（第１８章　月） 古澤侑峯(舞踏) 實相寺（東京）
　　　　　６・１７ 綾乃ひびき　ＳＴＢ１３９コンサート 綾乃ひびき(音楽) ＳＴＢ１３９(六本木)
　　　　　７・　８ 天地人と七夕ライブ 天地人(音楽) 秋田まほろば唐松能楽殿
　　　　　８・１～８・２ 全国私立中学高等学校家庭科研修会講演 白鳥早奈英(講演) 大妻中学高等学校
　　　　　８・１３～８・１５お盆ナイトフィーバー 民族舞踊聚団NIPPON 丸の内ホテル
　　　　　８・１８　　　　　　源氏舞（第１９章　雪） 古澤侑峯(舞踏) 實相寺（東京）
　　　　　９・　９　　　　　　''New 童謡''コンサート 綾乃ひびき(音楽) JTアートホール
　　　　１０・　1 ラゾーナ川崎プラザソル・オープン１周年イベント 天地人(音楽) ラゾーナ川崎
　　　　１０・１４ ジョンチャヌコンサート ジョン・チャヌ　琴姫(音楽) ｻﾝﾄﾘｰホール
　　　　１０・１６ 渋谷区役所・渋谷法人会共同主催講演会 浅井慎平(写真) 渋谷東急ｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ
　　　　１１・１５～１１・２０華道家 前野博紀と福井の匠展　 前野博紀（華道） 松坂屋・銀座
　　　　１１・１７ KEOLA BEAMER JAPAN TOUR 2007 KEOLA BEAMER(音楽) さくらホール
　　　　１１・２１ KEOLA BEAMER JAPAN TOUR 2007 KEOLA BEAMER(音楽) 鎌倉芸術館
　　　　１１・２４ KEOLA BEAMER JAPAN TOUR 2007 KEOLA BEAMER(音楽) 御前崎グランドホテル
　　　　１２・１～１２・２ 源氏舞（第２０章　偲） 古澤侑峯(舞踏) 鉄仙会（青山）
　　　　１２・２２ クリスマスディナーショー 天地人(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　１２・２３ クリスマスディナーショー 星加ルミ子(音楽評論) 丸ノ内ホテル
　 同上 ABC(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　１２・２４ クリスマスディナーショー ジョン・チャヌ(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　１２・３１ カウントダウンパーティー 丸ノ内ホテル
　　　　１２・３１～１・３ 華道家 前野博紀 奉納花展　 前野博紀（華道） 護国寺

２００８　１・１ 獅子舞、おかめ・ひょっとこ舞 民族舞踊聚団NIPPON 丸ノ内ホテル
　　　　　１・２ 中国琵琶奏者ジャンティンの歌と演奏 ジャンティン(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　　１・３ 琴とパーカッション演奏 Nobuko.(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　　１・４ 初笑いオン・ステージ 若手お笑いグループ 丸ノ内ホテル
　　　　　１・５ 花匠前野のいけこみライブ 前野博紀（華道） 丸ノ内ホテル
　　　　　１・６ 源氏舞と祝いの舞 古澤侑峯(舞踏) 丸ノ内ホテル
　　　　　１・２０ 綾乃ひびきNew Year Concert 2008 綾乃ひびき(音楽) 東京国立博物館(平成館)
　　　　　２・３ 節分　華道家前野博紀装飾 前野博紀（華道） 護国寺
　　　　　２・３～４・３ 享保雛と花匠前野のひなまつり 前野博紀（華道） 丸ノ内ホテル
　　　　　２・９ 上杉雪灯篭まつり 天地人(音楽) 上杉神社(山形)
　　　　　２・１４ 沈黙の月 古澤侑峯(舞踏) イタリア会館
　　　　　３・５～３・１２ 花匠前野社中展 前野博紀（華道） 丸ノ内ホテル
　　　　　３・２８～３・２９花祭り　桜ディスプレイ 前野博紀（華道） 丸ノ内ホテル
　　　　　４・２～４・６ 華道家前野博紀個展 前野博紀（華道） 護国寺



年　月　日 タ　イ　ト　ル 出　演　者 会　場
２００８・７・１～７・３ アジア・パシフィックフォーラム チベット問題を考える議員連盟 学士会館
　　　　 （日本・オーストラリア・台湾）
　　　　　７・２６ 中国四川省巨大地震復興支援 綾乃ひびき(音楽) 草月ホール
　　　　　 　　　　　　　チャリティーコンサート 李広宏(音楽)
　　　　　７・２６ 国分寺まつり ｱﾏﾁｭｱバンド・フラダンス 国分寺北口商店街
　　　　　９・１４ 源氏物語千年紀イン湖都大津 瀬戸内寂聴・古澤侑峯 大津プリンスホテル
　　　　　９・２１ ピースコンサート(Heart of Tibet) テジュン・ペムシ(チベット音楽) 渋谷クラブエイジア
　　　　　９・２８ ロコフェスタ Vol.4 Keola Beamer (音楽) ルネ小平
　　　　　１０・２６ ベルタ・ロハス　チャペルコンサート ベルタ・ロハス(音楽) 青学会館
　　　　　１１・９ マリアーノ・ゴンザレス　ハープコンサート マリアーノ・ゴンザレス(音楽) 青学会館
　　　　　１１・１４ 小金井消防署改築記念イベント 地元ｱﾏﾁｭｱミュージシャン 小金井消防署
　　　　　１１・２８ 耳に残る君の歌声 綾乃ひびき(音楽) 白寿ホール
　　　　　 ジェフリー・トランブリー(音楽)ジェフリー・トランブリー(音楽)
　　　　　１２・６～７ 源氏舞五十四帖　終焉の章 古澤侑峯(舞踏) 鉄仙会(青山)
　　　　　 雲龍(音楽) 他
　　　　　１２・２２ クリスマスディナーショー 天地人(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　　１２・２３ クリスマスディナーショー ジョン・チャヌ(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　　１２・２４ クリスマスディナーショー ＴＡＥＫＯ(音楽） 丸ノ内ホテル
　　　　　１２・３１ カウントダウンパーティー ｱﾏﾁｭｱバンド(音楽) 丸ノ内ホテル
　
２００９　１・１ 獅子舞、おかめ・ひょっとこ舞 民族舞踊聚団NIPPON 丸ノ内ホテル
　　　　　１・２ 獅子舞、おかめ・ひょっとこ舞 民族舞踊聚団NIPPON 東京ミッドタウン
　　　　　１・２ 東京ミッドタウンのお正月・笛と太鼓の演奏 安藤兄弟(音楽) 東京ミッドタウン
　　　　　１・２ 源氏舞と祝いの舞 古澤侑峯(舞踏) 丸ノ内ホテル
　　　　　１・３ 東京ミッドタウンのお正月・天地人ライブ 天地人(音楽) 東京ミッドタウン
　　　　　１・３ 講談でお正月（神田紫のエコ講談） 神田紫.(講談) 丸ノ内ホテル
　　　　　１・４ お正月　日本の調べ　笛・太鼓の演奏 安藤兄弟(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　　５・１６ 古澤侑峯　奉納舞 古澤侑峯(舞踏) 鎌倉　建長寺
　　　　　５・２８ 綾乃ひびきコンサート 綾乃ひびき(音楽) 六本木オークウッド
　　　　　６・２８ グランドエクシブ那須白河ディナーショウ 天地人(音楽) グランドエクシブ那須白河
　　　　　７・５ 古澤流　舞の会 古澤侑峯(舞踏) 護国寺
　　　　　８・５，６，７ お盆ナイトフィーバー 民族舞踊聚団NIPPON 丸ノ内ホテル
　　　　　９・８ ベルタロハス　クラシックギター　コンサート ベルタロハス(音楽) アイビーホール
　　　　　９・１３ テチュン　コンサート テチュン(音楽) サントリーホール
　　　　　９・２６ もったいない善兵衛、米沢に見参！ 神田紫.(講談) 伝国の杜置　賜文化ホール
　　　　　１０・１８ ロコフェスタ Vol.5 ジョンケアビ（音楽） アミュー立川
　　　　　９・２５～１１・２３天地人　宝船ツアー２００９　 天地人(音楽)

めぐります全国芝居小屋コンサート
　　　　　　　 ９・２５　　山形米沢市　伝国の杜置　賜文化ホール

１０・４　　愛媛県内子町　内子座
１０・１８　兵庫県豊岡市　永楽館
１１・３　　岐阜県中津川市　かしも明治座
１１・２１　熊本県山鹿市　八千代座
１１・２３　福岡県飯塚市　嘉穂劇場

　　　　　１１・７ 渋谷音楽祭 天地人(音楽) 渋谷駅東口跨道橋
　　　　　１１・８ 渋谷音楽祭 大間ジロー、松尾一彦 TOKYO MAIN DINING
　　　　　１１・２５ 宇治橋渡り始め式　奉納演奏 天地人(音楽) 伊勢神宮
　　　　　１２・４ 天地人コンサート 天地人(音楽) 千秋亭
　　　　　１２・２２ クリスマスディナーショー 天地人(音楽) 丸ノ内ホテル
　　　　　１２・２３ クリスマスディナーショー ＴＡＥＫＯ(音楽） 丸ノ内ホテル
　　　　　１２・２４ クリスマスディナーショー Ｔｈｅ　ＵＮＩＴ（音楽） 丸ノ内ホテル
　　　　　１２・３１ カウントダウンパーティー 輪月映美(音楽) 丸ノ内ホテル


