
公共ホール音楽活性化支援事業登録アーティスト　リンク集

■ピアノ

■弦楽器
　ヴァイオリン /　チェロ

■管楽器
　フルート /クラリネット /ファゴット /サクソフォン

　トランペット /ホルン /トロンボーン /テューバ

■声楽
　ソプラノ /メゾ・ソプラノ /テノール /バリトン

■その他
　マリンバ /打楽器・マリンバ /パーカッション /パーカッション＆ボイス

　クラシック・ギター /箏・地歌三味線 /ハープ /ハーモニカ /オカリナ

　ピアノデュオ /ピアノ＆チェロ /箏デュオ /クラリネット＆ピアノ

　フルート×クラシックギター /ピアノトリオ /サクソフォン四重奏

　木管五重奏 /金管五重奏 /ブラスバンド



新居 由佳梨 ( ピアノ）

新崎誠実（ピアノ）

岩崎洵奈（ピアノ）

岡田奏 ( ピアノ）

金子三勇士（ピアノ）

川井綾子（ピアノ）

久保田葉子 ( ピアノ）

今野尚美（ピアノ）

齊藤一也（ピアノ）

酒井有彩（ピアノ）

佐々木京子（ピアノ）

實川風（ピアノ）

白石光隆 ( ピアノ）

高橋多佳子（ピアノ）

高橋ドレミ（ピアノ）

竹村浄子 ( ピアノ）

田村緑（ピアノ）

泊真美子 ( ピアノ）

中川 賢一 ( ピアノ）

中野翔太（ピアノ）

奈良希愛（ピアノ）

ピアノ

所属事務所 HP　個人 HP　Facebook

公式 HP　Youtube チャンネル　所属事務所 HP　Facebook　

所属事務所 HP　オフィシャルサイト　ブログ

所属事務所 HP　Twitter　Facebook　Instagram

公式 HP　Twitter　所属事務所 HP　YouTube　Facebook

公式 HP　所属事務所 HP

所属大学 HP　所属大学 HP（地域連携共同研究所）　所属大学 HP（教員紹介）
所属事務所 HP

Facebook　所属事務所 HP

HP　所属事務所 HP　Twitter

所属事務所 HP　オフィシャルサイト　Twitter　Facebook　Instagram　YouTube

公式 HP　所属事務所 HP

所属事務所 HP　Twitter

所属事務所 HP　YouTube　YouTube

Twitter　Facebook　Instagram　所属事務所 HP

Twitter　Facebook

HP　所属先 HP

公式HP(動画一覧)　（一財）地域創造 特別寄稿ビューポイント第3回　公式HP(TOPページ)

所属事務所 HP　本人ブログ

所属事務所 HP　個人 HP　ブログ　Facebook　Twitter

Twitter　所属事務所 HP　YouTube　Facebook　Instagram

所属事務所 HP

目次へ

https://www.proarte.jp/japanese/yukariarai/
http://yukariarai.com/
https://www.facebook.com/yukari.arai.961
https://arasakinarumi.com
https://www.youtube.com/user/7peron/featured
https://www.sayakanojiri.com/works/produce/nojiristudio.html
https://m.facebook.com/narumi.arasaki.9
http://www.concert.co.jp/artist/iwasaki/
https://www.junnaiwasaki.com/
https://ameblo.jp/junnaiwasaki/
http://www.pacific-concert.co.jp/domestic/view/470/
https://twitter.com/kananancoco
https://www.facebook.com/kanachka
https://www.instagram.com/_kanaokadapiano/?hl=ja
https://miyuji.jp/
https://twitter.com/miyujik
https://www.japanarts.co.jp/artist/miyujikaneko/
https://www.youtube.com/channel/UCdAu7OKfT3ZedhM7gvYUWrg
https://www.facebook.com/miyujik.official/
http://ayako-kawai.com/prof.html
http://www.millionconcert.co.jp/artist/piano/profile/kawai_a.html
https://www.jumonji-u.ac.jp/news/20220407_01/
https://www.jumonji-u.ac.jp/coc/regional-alliances/genre/regional-alliances-instutute/1384/
https://www.acoffice.jp/jmuhp/KgApp?resId=S000151
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://www.facebook.com/naomi.konno.9047
http://www.millionconcert.co.jp/artist/piano/profile/konno_naomi.html
https://www.kazuyasaito-pianist.com/
https://www.tokyo-concerts.co.jp/artists/kazuya-saito/
https://twitter.com/pkazuyaf
http://www.concert.co.jp/artist/arisa_sakai/
https://www.arisasakai.com/
https://twitter.com/Arisssaa?s=20
https://www.facebook.com/ArisaSakai.official/
https://www.instagram.com/arisa.sakai.pf/
https://youtube.com/channel/UCEKnswoTiBldho7YcwHnIfg
https://www.sasaki-kyoko.com/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/piano/profile/sasaki_k.html
http://miy-com.co.jp/artists/jitsukawa-kaoru/
https://twitter.com/sleeping_now_28
https://www.proarte.jp/japanese/mitsutakashiraishi/
https://youtu.be/-WrJukI5m5Y
https://youtu.be/NpT7JXs_cm4
https://twitter.com/takako1990
https://www.facebook.com/takakoChopin1990
https://www.instagram.com/takakotakahashi5101/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/piano/profile/takahashi_t.html
https://twitter.com/si_doremi21
https://www.facebook.com/doremi.takahashi
http://j-musik.com/johko-t/
https://www.nipponartists.jp/artist/ad_04_12.html
https://www.tmzm.net/video
https://www.jafra.or.jp/library/other/column03.html
https://www.tmzm.net/
https://www.tokyo-concerts.co.jp/artists/mamiko-tomari/
https://mamikotone.exblog.jp/
https://artiffinity.com/nakagawa/
http://www.nakagawakenichi.jp
http://blog.goo.ne.jp/nakagawakenichi
https://www.facebook.com/nakagawa.kenichi.96
https://twitter.com/ken_ichi_n
https://twitter.com/shota_pianist
https://www.japanarts.co.jp/artist/shotanakano/
https://www.youtube.com/channel/UC2jqNUPZ10DtXSivkF655Dg
https://www.facebook.com/shota.nakano.pianist/
https://www.instagram.com/shota_nakano22/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/piano/profile/nara_ki.html


石上真由子 ( ヴァイオリン）

礒 絵里子（ヴァイオリン）

大森潤子（ヴァイオリン）

小野明子 ( ヴァイオリン）

甲斐摩耶（ヴァイオリン）

神谷未穂（ヴァイオリン）

北島佳奈（ヴァイオリン）

坂口昌優（ヴァイオリン）

高木和弘（ヴァイオリン）

高橋和歌（ヴァイオリン）

瀧村 依里 ( ヴァイオリン）

野口千代光（ヴァイオリン）

松本 蘭（ヴァイオリン）

早稲田桜子 ( ヴァイオリン）

海野幹雄 ( チェロ）

奥田なな子（チェロ）

加藤文枝 ( チェロ）

唐津 健 ( チェロ）

長谷部一郎（チェロ）

弦楽器

所属事務所 HP　個人 HP　Twitter　Instagram　Facebook　YouTube

公式 HP　所属事務所 HP

所属事務所 HP

個人 HP　所属事務所

Facebook　大学のホームページ　大学の Youtube

公式 HP　Facebook　所属事務所 HP

なし

Facebook

Facebook　YouTube

オフィシャル HP

所属事務所 HP

所属事務所 HP

オフィシャル HP　Instagram

Youtube 早稲田桜子・おんかつプレゼン代替映像メッセージ 2020　Facebook
Youtube 勝央文化ホール「おうち de 気軽にクラシック / 早稲田桜子」
Youtube （公財）加東文化振興財団 日替わり「巣ごもりコンサート」 　所属事務所 HP

公式 HP　YouTube　Facebook　Twitter　日本チェロ協会　所属事務所 HP

公式 HP　音楽配信サイト

所属事務所 HP　Twitter

所属事務所 HP　HP

HP　Twitter　Instagram　所属事務所 HP

目次へ

https://www.proarte.jp/japanese/mayukoishigami/
https://mayukoishigami.com
https://twitter.com/MayukoIshigami
https://www.instagram.com/mayukoishigamiviolin/
https://www.facebook.com/IshigamiMayuko/
https://www.youtube.com/channel/UCcZ3Hust59sf_-YCaFeO3zg
https://erikoiso.jp/
http://1002.co.jp/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/strings/profile/omori_j.html
https://www.akiko-ono.com/
https://www.aspen.jp/artist/akiko-ono/
https://www.facebook.com/maya.kai.77
http://www.eum.ac.jp/faculty/feature/career_support/faculty_member/kaimaya%20.html
https://m.youtube.com/watch?v=kM4lBHdvnlA
https://www.mihokamiya.net/
https://www.facebook.com/mihokamiya.girard
http://www.millionconcert.co.jp/artist/strings/profile/kamiya_m.html
https://www.facebook.com/mayu.sakaguchi.37/
https://www.facebook.com/takagi.violin.sasanoha/
https://youtube.com/channel/UCao0yk4_Fyy1c04MrhIWIxw
http://www.takahashiwaka.com
https://www.proarte.jp/japanese/eritakimura/
http://www.concert.co.jp/artist/chiyoko_noguchi/
https://matsumotoran.com/
https://www.instagram.com/ran_violin/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hbRuQGcgYt0
https://www.facebook.com/sakurako.waseda
https://www.youtube.com/watch?v=8_KywK8ghuM
https://www.youtube.com/watch?v=lOGwum2m8HQ
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://mikio-unno.com/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=ScXLzqcHvl8
https://www.facebook.com/mikio.unno
https://twitter.com/mikio_unno
https://www.cello.or.jp/cellists/4941/
http://www.shin-en.jp/
https://www.okudananako.com/日本語/地域創造おんかつ/
https://mysound.jp/album/123167/
http://www.pacific-concert.co.jp/domestic/view/800/
https://mobile.twitter.com/kato_fumie
http://www.pacific-concert.co.jp/domestic/view/338/
http://kenkaratsu.starfree.jp/
http://ichirocello.cocolog-nifty.com
https://twitter.com/ichirocello?s=11
https://instagram.com/ichirocello?utm_medium=copy_link
http://www.preludio.co.jp/artist.html


荒川　洋（フルート）

岩佐和弘（フルート）

岩間丈正 ( フルート）

永井由比（フルート）

森岡 有裕子 ( フルート）

吉岡次郎（フルート）

小谷口直子（クラリネット）

藤田旬 ( ファゴット）

大石将紀 ( サクソフォン）

田中拓也 ( サクソフォン）

田中 靖人 ( サクソフォン）

田村真寛 ( サクソフォン）

神代修（トランペット）

高見 信行 ( トランペット）

辻本憲一（トランペット）

小川正毅 ( ホルン）

福川伸陽（ホルン）

丸山勉（ホルン）

加藤 直明 ( トロンボーン）

喜名 雅 ( テューバ）

管楽器

YouTube　Facebook　Apple Music　Udemy　所属事務所 HP

なし

なし

なし

所属事務所 HP

公式 HP　Youtube　Facebook　Twitter　Instagram

なし

なし

本人 HP　所属事務所 HP　本人 twitter

所属事務所

所属事務所 HP

Twitter　会社 HP　YouTube

所属事務所 HP

所属事務所 HP　個人 HP　YouTube　YouTube　YouTube

なし

所属事務所 HP　個人事務所 HP　「専門家プロファイル」の小川正毅のページ　Facebook
風の五重奏団

所属事務所 HP　Twitter

つの笛集団　YouTube　YouTube　YouTube　所属事務所 HP

所属事務所 HP　個人 HP

所属事務所 HP　Facebook　Twitter　YouTube　Instagram

目次へ

https://www.youtube.com/nekoranpa
https://www.facebook.com/nekoranpa
https://music.apple.com/jp/artist/%E8%8D%92%E5%B7%9D%E6%B4%8B/458524951
https://www.udemy.com/course/soundterrace/
http://www.concert.co.jp/
https://www.proarte.jp/japanese/ayukomorioka/
https://www.jiroyoshioka.com
https://www.youtube.com/user/ysp29sngv
https://www.facebook.com/jiroyoshiokaofficial
https://twitter.com/jiroyoshioka
https://www.instagram.com/jiroyoshioka_official/
http://www.m-oishi.com/
https://www.tokyo-concerts.co.jp/artists/masanori-oishi/
https://twitter.com/masanoriois?s=20
https://www.aspen.jp/artist/takuya-tanaka/
https://www.proarte.jp/japanese/yasutotanaka/
https://twitter.com/MasaheroTAMURA
https://www.yamaha-meh.co.jp/business/artist/tamura_masahiro.html
https://www.youtube.com/channel/UCV7zvandxTF0WLbz4Jw9Fhg
http://www.millionconcert.co.jp/artist/wind/profile/kumashiro_o.html
https://www.proarte.jp/japanese/nobuyukitakami/
http://conmoto.jp/takami/index.html
https://youtu.be/fEdbXSuvJgo
https://youtu.be/5jB5rpJQcDU
https://youtu.be/knqnnvKpsPI
https://www.proarte.jp/japanese/masakiogawa/
http://arinomi.jp/ogawa.html
https://profile.ne.jp/pf/masaki-ogawa/
https://www.facebook.com/masaki.ogawa.1272
https://www.facebook.com/kazenogojuu
http://www.concert.co.jp/artist/nobuaki_fukukawa/
https://twitter.com/Rhapsodyinhorn?s=20
http://www.tsunobue.net
https://youtu.be/SEqShOEk0GE
https://youtu.be/l3VNCaA670Q
https://youtu.be/c2B1XbMCaxs
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://www.proarte.jp/japanese/tadaakikato/
https://tadaakii007.wixsite.com/trombonetune
https://www.proarte.jp/japanese/masashikina/
https://www.facebook.com/masashi.kina.1
https://twitter.com/kinatuba
https://youtube.com/channel/UCgoRKkJX5FWf6Qj8t2HWfAA
https://www.instagram.com/masashi.kina


梅津碧（ソプラノ）

大森智子 ( ソプラノ）

小林厚子 ( ソプラノ）

沢崎恵美 ( ソプラノ）

薗田真木子（ソプラノ）

竹多倫子（ソプラノ）

乗松恵美 ( ソプラノ）

廣田美穂 ( ソプラノ）

渡邊史 ( ソプラノ）

菅家奈津子 ( メゾ・ソプラノ）

河野めぐみ ( メゾ・ソプラノ）

糸賀修平 ( テノール）

黒田晋也（テノール）

中鉢聡 ( テノール）

中井亮一 ( テノール）

村上敏明 ( テノール）

ヴィタリ・ユシュマノフ（バリトン）

羽山晃生（バリトン）

吉川健一 ( バリトン）

声楽

Instagram　YouTube　Twitter　Twitter

所属事務所 HP

所属事務所 HP

所属事務所 HP

なし

Instagram　Twitter

公式 HP　公式 HP 内オペリーノ　Facebook

Facebook

Facebook　勤務先　researchmap

公式 HP　所属事務所 HP

所属事務所 HP

Youtube 演奏映像　アウトリーチ映像　HP　Youtube 別映像

なし

所属事務所 HP

公式 HP　YouTube チャンネル

所属事務所 HP

所属事務所 HP　オフィシャルサイト　Twitter　Facebook　Instagram

なし

Facebook　公式 HP　YouTube　Youtube

目次へ

https://instagram.com/pamperyachip
https://www.youtube.com/channel/UCRmxhM9cKDrdNubwpsSOTpg
https://twitter.com/MidoriUmetsu
https://twitter.com/TensaiMichan
https://www.jof.or.jp/
https://www.jof.or.jp/
https://www.jof.or.jp/
https://www.instagram.com/michiko.takeda_soprano/
https://mobile.twitter.com/michiko_takeda_
https://www.eminorimatsu.com/
https://www.eminorimatsu.com/opelino
https://www.facebook.com/emi.norimatsu
https://www.facebook.com/mihohirota76/
https://www.facebook.com/ayakororin
https://researchers.shiga-u.ac.jp/html/100002356_ja.html
https://researchmap.jp/ayakororin
http://www.natsuko-kanke.com
https://www.jof.or.jp/
https://www.jof.or.jp/
https://www.youtube.com/channel/UC_Yj2sYjw2ZLRkllYoZAANg
https://www.youtube.com/watch?v=9h7o2VGqass
https://shuheiitoga-tenor.jimdofree.com/
https://www.youtube.com/c/omochadeclassic/featured
https://www.jof.or.jp/
http://www.tenore-nakai.net/
https://youtu.be/-1W-KYFaYuw
https://www.jof.or.jp/
http://miy-com.co.jp/artists/vitaly/
http://vitalyyushmanov.com
https://twitter.com/vitaly_jpn
https://www.facebook.com/vitalyyushmanov 
https://www.instagram.com/vitaly_y_japan/
https://www.facebook.com/kenichi.yoshikawa.7
http://keny.ciao.jp
https://youtu.be/HepxdGE-9a0
https://youtu.be/xtGA8hBu-fU


大熊理津子（マリンバ）

塚越慎子（マリンバ）

浜 まゆみ ( マリンバ）

宮本妥子（打楽器・マリンバ）

新野将之（パーカッション）

野尻小矢佳（パーカッション＆ボイス）

益田正洋（クラシック・ギター）

松尾俊介（クラシック・ギター）

片岡リサ（箏・地歌三味線）

福島青衣子（ハープ）

小林史真（ハーモニカ）

竹内直子（ハーモニカ）

山本奈央（オカリナ）

デュエットゥ かなえ＆ゆかり　
　( ピアノデュオ）

ピアノデュオ ドゥオール
　（ピアノデュオ）

Duo Yamaguchi
　（ピアノ＆チェロ）

Dual KOTO × KOTO
　（箏デュオ）

デュオ・レゾネ
　（クラリネット＆ピアノ）

泉真由×松田弦
　（フルート×クラシックギター）

その他

オフィシャルサイト　ブログ　所属事務所 HP

所属事務所 HP　Twitter　Facebook　オフィシャルサイト

所属事務所 HP　YouTube　YouTube　個人 HP　YouTube

ホームページ①　ホームページ②　YouTube　Blog　Twitter　パール楽器 HP

個人ウェブサイト　所属事務所ウェブサイト　YouTube　Twitter

公式 HP　Youtube チャンネル　所属事務所 HP　Twitter　Facebook

公式 HP　Youtube チャンネル　所属事務所 HP　Facebook　Twitter

公式 HP　Twitter　Youtube　所属事務所 HP

公式 HP　Youtube　Twitter　Instagram　所属事務所 HP

所属事務所 HP

公式 HP　所属事務所 HP

なし

Youtube　ブログ

公式 HP　公式ブログ　Youtube　Instagram　所属事務所 HP

公式 HP　ブログ　Youtube　Facebook

なし

山野安珠美公式サイト　梶ヶ野亜生公式サイト
Youtube 勝央町文化ホール Dual KOTO × KOTO コンサート
Youtube 勝央町文化ホール Dual KOTO × KOTO O 歳からのミニコンサート
所属事務所 HP

亀井公式 HP　所属事務所 HP

Facebook　所属事務所 HP

http://ritzy.biz/
https://ritzy.blog.ss-blog.jp/
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://www.amati-tokyo.com/artist/marimba/post_68.php
https://twitter.com/noriko_tkgs
https://www.facebook.com/noriko.tsukagoshi
http://norikot.net/language/ja/
https://www.proarte.jp/japanese/mayumihama/
https://youtu.be/P3ruhjgJ8KI
https://youtu.be/QR1878f6IWQ
http://www.h-mayumi.com/
https://youtu.be/NctqXvLd6KM
http://www.yasukomiyamoto.com/
https://yasukomiyamoto.themedia.jp/
https://www.youtube.com/channel/UCfDLr9PhhU6AgDvW0oH_nwA
https://ameblo.jp/yasukomiyamoto/
https://twitter.com/miyamoto_staff
https://pearl-music.co.jp/adams/artist/1436/
http://nino-percussion.sun.bindcloud.jp/
https://www.tokyo-concerts.co.jp/artists/nino-masayuki/
https://www.youtube.com/channel/UCq3GP7BeOGr_9IOugVGr8fA
https://twitter.com/ugomekidrum
https://sayakanojiri.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPCxsNOf9ZzgdklMd_RkQMg
https://www.sayakanojiri.com/works/produce/nojiristudio.html
https://twitter.com/sayakanojiri
https://www.facebook.com/sayaka.nojiri.9
https://www.masahiromasuda.com/
https://www.youtube.com/c/MasahiroMasuda
https://www.musicachiara.com/masuda-masahiro2
https://www.facebook.com/masahiro.masuda
https://twitter.com/MasahiroMasuda
http://shunsukematsuo.com
https://twitter.com/shunsukematsuo
https://www.youtube.com/channel/UCj7qWURWYbToIsND9YYv6lw
http://www.millionconcert.co.jp/artist/guitar_harp/profile/matsuo.html
http://www.risakoto.com
https://youtube.com/channel/UCsh7vcc6nEWwPvJ3KWf_BhQ
https://twitter.com/lisa_kotoplayer
https://www.instagram.com/risakoto3gen/?hl=ja
http://www.millionconcert.co.jp/artist/sou_sangen/profile/kataoka_r.html
http://www.millionconcert.co.jp/artist/guitar_harp/profile/fukushima_s.html
https://shimaharmonica.com/
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://www.youtube.com/channel/UCzSpWKoj0HxwzNsNvHBctzw
https://profile.ameba.jp/ameba/ocarina-nao
https://www.duetwo.com/
https://ameblo.jp/duetwo/
https://www.youtube.com/channel/UCvCQfxIacT9jC8YiFDpb4Fg
https://www.instagram.com/kanayuka22/
http://www.preludio.co.jp/artist.html
http://www.yoshie-takashi.com/
http://ameblo.jp/yoshie-takashi/
https://m.youtube.com/channel/UCSfSTMtPZxngBxqPzwZozSg
https://m.facebook.com/Pianoduo-DUOR-ピアノデュオ-ドゥオール-155319227899813/
http://yamanoazumi.com/
http://13strings.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0qb8_KALwRA&t=2248s
https://www.youtube.com/watch?v=d1ogT-ezDoM
http://www.preludio.co.jp/artist.html
http://yoshi.laclarinette.free.fr/
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://www.facebook.com/mayuizumi.genmatsuda/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/ensemble/profile/izumi_m_matsuda_g.html


ピアノトリオ・ミュゼ
　( ピアノトリオ）

アーバンサクソフォンカルテット　
　（サクソフォン四重奏）

Quartet SPIRITUS
　（サクソフォン四重奏）

Quatuor B
　（サクソフォン四重奏）

Quintet H
　（木管五重奏）

Buzz Five
　（金管五重奏）

BLACK BOTTOM BRASS BAND　
　（ブラスバンド）

Youtube 勝央文化ホール「おうち de 気軽にクラシック / ピアノトリオ・ミュゼ」
所属事務所 HP

公式 HP　Youtube　Twitter　Facebook　Instagram　所属事務所 HP

所属事務所 HP　Facebook

所属事務所 HP　FaceBook　Twitter　Instagram

Youtube　Facebook　所属事務所 HP

所属事務所 HP　Facebook　Twitter

オフィシャル HP　Facebook　YouTube　Twitter

目次へ

https://www.youtube.com/watch?v=u-7Y8c9gq5g
http://www.preludio.co.jp/artist.html
https://urbansaxophonequartet.com
https://www.youtube.com/channel/UCGyiYavjXISmF4npFfUbgDA/featured　
https://twitter.com/urban_sq
https://www.facebook.com/urbansaxquartet/
https://www.instagram.com/urban_saxophone_quartet
http://www.preludio.co.jp/artist.html
http://www.nipponartists.jp/artist/ad_03_24.html
https://www.facebook.com/quartet.spiritus/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/ensemble/profile/quatur_b.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063617468332
https://twitter.com/quatuorb?s=21
https://instagram.com/quatuorb?utm_medium=copy_link
https://youtube.com/channel/UC4y93KxeeU0DVDgWmILAXAg
https://m.facebook.com/Quintet.H/
http://www.millionconcert.co.jp/artist/ensemble/profile/quintet_h.html
https://www.proarte.jp/japanese/buzzfive/
https://www.facebook.com/brassquintet.buzzfive
https://twitter.com/buzzfive20
http://bbbb1993.com
https://www.facebook.com/bbbb1993
https://www.youtube.com/channel/UCn_zwC45B9mjL8NBfUl_feg
https://twitter.com/bbbb1993

