
      AUGUST 8 2022 Live Schedule    

＜営業時間のご案内＞
● club t Live Music Video を配信しております。

OPEN 18:00～CLOSE 23:00 ・動画配信ページのご案内 https://clubt220music.com/payment
～～STAGE 19:00 より 2～3 Set <22:00 終了予定> ～～
・自粛要請の状況によりまして、変更させて頂きます。 .０３-３４２３-９７６５ www.clubt220music.com
（ステージ時間はプログラムにより調整させて頂きます。） Reservation info@clubt220music.com

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 2 3 4 5 6 7
 田中利由子 & 柏木麻里 相羽 薫 下田雄人 & 中谷幹人  MAHIRO & Riho 萩原可奈 & 屋敷　華 RIYUKO &  YUKI

Vocal Night songs from  OPERA ＆CINEMA JAZZ  Night POPS Night Astor Piazzolla Night Session and Open mic

休業日
田中利由子・柏木麻里 (Vo) 相羽 薫 Mezzo Soprano 下田雄人 (G) 中谷幹人 (P) MAHIRO・Riho (Vo) 萩原可奈  Flute 田中利由子・片山由来 (Vo)
青木弘武 (P)竹内秀雄 (B) 三井大生 Violin 山本友子・ふるみまや (Vo) Tomochin (P/Vo)渡邉裕美 (b) 屋敷　華  Piano 鈴木史門 (P) 渡邉裕美 (b) 

くぼなつみ Piano
8 9 10 11 12 13 14

土師一雄 小泉明子 & 平松加奈 程嶋日奈子 & 松井玲央 鈴木史門 & TOMOKO MAHIRO & SaaSha 原とも也 & Tomochin
 POPS Night GYPSY JAZZ  Night JAZZ and  POPs JAZZ  Night  POPS  POPS 

休業日
土師一雄 (P/Vo) Aki (G/Vo) 小泉明子 (P/Vo) 平松加奈 (Vio) 松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B) 鈴木史門 (P) TOMOKO (Sax) MAHIRO ・SaaSha (Vo) 原とも也 (G) Tomochin (Vo/P)

板谷 薫　 (Vo) 森まどか ・グレース美香 (Vo) 池田聖子・大矢絵里子 (Vo) 小山郁美・響はるみ (Vo) 田中 Mick 靖 (G/Vo) Tomochin (P/Vo)沢井利江・Christopher Kong (Vo)

15 16 17 18 19 20 21
藤田佐奈恵 & 山本友子 程嶋日奈子 & 松井玲央 田中利由子 土師一雄

Jazz Vocal Night JAZZ and  POPs BIRTHDAY LIVE  POPS Night
休業日 休業日 田中利由子 休業日

藤田佐奈恵・山本友子 (Vo) 松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B) 山本友子・渡瀬あつ子 (Vo) 土師一雄 (P)太田垣光宏(G/Vo)
須古典明 (G)  鈴木史門 (P) 秋吉尋美 ・伊舎堂百花  (Vo) 中谷幹人 (P) 渡邊裕美(B)  Shinobu ・大矢絵里子（Vo）

北澤  誠（D) 板谷達也 (D)
22 23 24 25 26 27 28

小山郁美 三木成能 & 戸谷仁一 高木里代子 一泉ナオ子 渡瀬あつ子 & カナン RIYUKO  &  SONOKO
 Piano & Vocal Night JAZZ  Night a Love in the night JAZZ Vocal Night  POPS Session and Open mic

休業日
小山郁美(P/Vo)  三木成能 (P) 戸谷仁一 (B) 高木里代子 (P) 一泉ナオ子 ・中村真弓 (Vo) 渡瀬あつ子 ・ カナン (Vo) 田中利由子・瀧 園子 (Vo)

渡邊裕美 (b) Miyui ・板谷 薫 (Vo) 下田雄人 (G) 程嶋日奈子(B) 三木成能 (P) 戸谷仁一 (B) 田中 Mick 靖 (G/Vo) 中谷幹人 (P) 中谷幹人 (P) かわ島崇文(As/b)
ひかり (Vo) 奥山五月男(D)

29 30 31
成田祐一 渡辺かづき & TOMOKO 須古典明  & 永塚博之

JAZZ  Night JAZZ and POPs JAZZ and  POPs

成田祐一 (P) 小川恵理紗 (Flu) 渡辺かづき（P) TOMOKO (A.Sax) 須古典明 (G) 永塚博之 (B)
ひかり・山田夢子(Vo) 高野歩美・Christopher Kong (Vo) 池田聖子・小山郁美 (Vo)

      SEPTEMBER 9 2022 Live Schedule    

＜営業時間のご案内＞
● club t Live Music Movie を配信しております。

OPEN 18:30～CLOSE 23:30 ・動画配信ページのご案内 https://clubt220music.com/payment
～～STAGE 19:30 より 2～3 Set <23:00 終了予定> ～～

.０３-３４２３-９７６５ www.clubt220music.com
（ステージ時間はプログラムにより調整させて頂きます。） Reservation info@clubt220music.com

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 2 3 4
青木弘武 永井隆雄 & 畠山芳幸 RIYUKO  &  MARI

JAZZ  Night JAZZ  Night Session and Open mic
休業日

青木弘武 (P) 竹内秀雄 (B) 永井隆雄 (P) 畠山芳幸(B) 田中利由子・柏木麻里 (Vo)
グレース美香・響はるみ (Vo) 板谷 薫・中村真弓 (Vo) 中谷幹人 (P)脇元義行(b) 

5 6 7 8 9 10 11
土師一雄 摩里紗 & 片山由来 高橋典子 & 柏木麻里 成田祐一 MAHIRO & カナン ZIBAZIBA　ZIPANG

 POPS Night Chanson Night JAZZ and  POPs JAZZ  Night  POPS POPS 
Kong Birthday Live！ 休業日

土師一雄 (P/Vo) 太田垣光宏 (G/Vo) 摩里紗 ・片山由来 (Vo) 高橋典子・柏木麻里 (Vo) 成田祐一 (P) 小川恵理紗 (Flu) MAHIRO ・カナン (Vo) 矢藤みゆき(Vo/P) 原とも也 (G)
大矢絵里子（Vo） 砂原嘉博 (P) 青木弘武 (P) 竹内秀雄 (B) Shinobu (Vo) 田中 Mick 靖 (G/Vo) Tomochin (P/Vo) かわ島崇文(As/b)

Christopher Kong (Vo)
12 13 14 15 16 17 18

小山郁美 小泉明子 & 平松加奈 程嶋日奈子 & 松井玲央 高木里代子 RIYUKO , YOKO and  ATSUKO 三上美紀 , babble & 伊藤文博

 Piano & Vocal Night GYPSY JAZZ  Night JAZZ and  POPs a Love in the night Vocal Group Night Vocal Night
休業日

小山郁美(P/Vo) 小泉明子 (P/Vo) 平松加奈 (Vio) 松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B) 高木里代子 (P) 下田雄人 (G) 田中利由子 三上美紀・babble・伊藤文博（Vo）
南雲麻美 (A.Sax) 渡邊裕美 (b) 森まどか ・グレース美香 (Vo) 池田聖子・他 (Vo) ひかり (Vo) YOKO Jk ・渡瀬あつこ (Vo) 河野弘明 （Tb）本郷修史 (P)

中谷幹人(P) 尾崎 薫（B）右田條司 （D)
19 20 21 22 23 24 25

Kaori & Yoshiko 渡辺かづき & TOMOKO 下田雄人 & 中谷幹人 一泉ナオ子 MAHIRO & 百花 RIYUKO &  YUKI
Vocal Night JAZZ and POPs JAZZ  Night JAZZ Vocal Night  POPS Session and Open mic

休業日
Kaori ・Yoshiko (Vocal) 渡辺かづき（P) TOMOKO (S&A.Sax) 下田雄人 (G) 中谷幹人 (P) 一泉ナオ子 ・他(Vo) MAHIRO ・伊舎堂百花 (Vo) 田中利由子・片山由来 (Vo)

鈴木史門 (P) 吉川大介 (B) あさばみほ・他 (Vo) 小山郁美・他 (Vo) 三木成能 (P) 戸谷仁一 (B) 田中 Mick 靖 (G/Vo) Tomochin (P/Vo) 鈴木史門 (P) 片桐幸男 (G) 

26 27 28 29 30
須古典明  &  TOMOKO JULIA and  MAIKA 程嶋日奈子 & 松井玲央 巡 ～MeguRee ～ 須古典明  & 永塚博之

JAZZ  Night September Mini Concert JAZZ and  POPs Jatango JAZZ and  POPs
巡～MeguRee～ (Acc Duo)

須古典明 (G)  TOMOKO (S&A.Sax)山本珠里杏 Julia Yamamoto Viola 松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B) <土屋 恵・吉岡 りさ> 須古典明 (G) 永塚博之 (B)
藤田佐奈恵・小林恵子 (Vo) 野原 舞花 Maika Nohara Piano 田口理恵・他 (Vo) 鈴木史門 （P) 小山郁美・渡瀬あつ子 (Vo)

俵山ナオユキ (b) 川村成史 (D)
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