
奨励者の氏名（団体名） 採択された事業名 採択者又は奨励事業webリンク
AKIRA∞IKEDA 地球暦 x AKIRA∞IKEDA コラボアルバム https://www.akira8ikeda.com/

ayami yasuyho 呼吸のダンス ワークショップ https://www.ayamiyasuyho.com/

Irish music party in Kyoto 宝ヶ池 実行委員会 Irish music party in Kyoto 宝ヶ池 4th

アートランダム　前田哲央 クラシック音楽とバレエのための新しいクリエーション
あおきさとこ 芸術事業計画書 http://sometoko.com

アトリエみつしま 光島貴之展・延期開催準備 および バリアフリー事業 https://mtsm.jimdofree.com

アミーキティア管弦楽団 「日本酒のこれまで／これからを表現する酒蔵オーケストラ（仮題）」公
演実施に向けた、オリジナルオーケストラ作品の企画・制作事業

https://www.facebook.com/orche.amicitia

アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ 17世紀初期バロックコンサート（声楽と古楽器を使ったアンサンブル） http://principivenetiani.blogspot.jp

逢坂憲吾 「枯花」　「そこから なにが みえますか」 https://luceat-photo.com/

渥美幸裕 邦楽2.0研究会配信ライブ https://www.youtube.com/user/Yukihir0Atsum1

安住の地 安住の地film vol.2 『2020 みんなの春をやり直す』 http://anju-nochi.com/

飛鳥井かゞり P-act Stage https://kagari-nekokaigi.jimdo.com/

有松遼一 ことばとわざ https://arimatsu-noh.com/

IDEAKEI  阪部惠子 Raiding Project Kyoto www.storkhouse.club

イシワタマリ 山山アートセンターをつくる2020 http://yamayama-art.com

イリマジリセイシ 「京都から振り返るよ！北欧とかアメリカとかで制作したり映画祭出たり
の、わくわくオンラインツアー」

https://peatix.com/event/1584731/view

伊砂正幸 京型紙の新しい表現と活用 https://isakyoto.com

伊藤 裕子（ゆふ工房） 伊藤裕子 個展 ― ゆふ工房の小さな音 ― https://yufukobo.jp

井澗昌樹 作曲活動 https://mashaki.com

井上隆平 井上隆平バイオリンコンサート及びオンラインレッスン実施に向けての環
境整備

岩澤有徑 『花の絵を描いてwebsiteをいっぱいにしよう！』 matsugasakigenki.com

岩﨑　香り ナチュラル・オリエンタル・日本舞踊
今村達紀 フレームからはずれてしまうことを記録する方法のリサーチ

今貂子 新作舞踏公演「天衣」（仮タイトル）のための舞踏と衣装のリサーチアー
トワークと成果コラボレーションプレゼンテーション

http://imakiraza.wixsite.com/kirabutoh

石上浩美 協和性を維持するための合唱・合奏演奏者間相互作用についての研究ー音
の心地よさの一側面に迫るー

https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000000594144/　　　
https://www.facebook.com/hiromi.ishigami.75

石川幹洋 アートと技術を英語で学ぶ～人形劇の魅力の再発見～ https://note.com/p_k_ishikawa/n/nc196e5055773

Ukyo Jazz Union バンドで歌えるジャズボーカル練習用音源・楽譜販売サイト backing 

tracks for jazz singers

https://note.com/ukyo_jazz_union

宇髙竜成 YouTube「竜成の会」チャンネルにおける能楽コンテンツの無料配信 https://www.youtube.com/channel/UCjwP1gainzUehD3URlT3QxA/

El Musica El Musica Summer Theater https://instagram.com/el.musica?igshid=at7zyrft2ukr

N₂ Tab. / Fig.〈transcription〉― アーカイブとリサーチならびにクリエイショ
ン ―

https://www.n2-pa.page/

疫病退散祈願委員会（松元悠｜安井海洋） 版画の配布と鑑賞を通した記憶の共有：感染症がもたらす社会的影響の作
品化

演劇秘密結社ピーピー・スー 演劇公演「X Xグランギニョル」 https://pipisu.amebaownd.com/

江川恵 Web Atelier Sonohigurashi https://sonohi-gurashi.com/

OFF LINE OFF LINE  LIVE配信 https://www.youtube.com/watch?v=tC9QlyIWD84

おーなり　りゅうじ 陰翳礼讃
おかんアートと現代アートを一緒に展示する企画展実
行委員会

おかんアートと現代アートを一緒に展示する企画展 https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2020/307/
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荻野達也 応援サイト「演劇に関わることをあきらめないで」作成 http://fringe.jp/akiramenaide/

小川智彦 京都の暮らしに関わった和船の調査と記録 https://ogawa-tomohiko.com/news.html

小倉悠吾 Music Office Cloud Records https://ogurayugo.wixsite.com/ogura-yugo

太田“AHAHA”雅文 新しい生活とジャズ～Whimsical Swing meets Jackie and Roy http://otajazz.seesaa.net/

大栗恵 動画配信によるインターネット上での展覧会 https://www.megumi-ohguri.com

同じ刻を生きる作家展実行委員会 オンライン版「同じ刻を生きる作家展」－アートのワクチン－ https://www.web-kac.com/web

カエルケチャプロジェクト（佐久間新　那木萌美） なつのカエルケチャまつり https://shinsakuma.jimdofree.com

かなもりゆうこ 「徴／幻」展開催のための小品制作と展覧会準備
加藤洋平（一真工房） 工房体験 https://www.kazewosomeru.com/workshop/

河合珠江 ボヘミア音楽の普及のための音源制作、配信 https://www.youtube.com/channel/UCoWe9wxDNJ0O0UTXe77Mj4w

河田全休 狂言の動画配信、オンライン体験等 https://kyogen.home.blog/

華道家元池坊京都支部 華道家元池坊京都支部 6月6日いけばなの日「いけばなで元気をもっと！」 http://www.ikenobo.jp/

神田健一（葛西健一） 照明デザインの研究・演劇における照明の役割を考える https://youtu.be/GeLqYZss0Ec

神里雄大 カオカオクラブ・オンライン http://khaokhaoclub.mystrikingly.com/（奨励事業ウェブリンク）、
https://okazaki-art-theatre.com/（採択者ウェブリンク）

川崎弘二 書籍「日本の電子音楽」シリーズのブックレットの無償送付 http://kojiks.sakura.ne.jp/

川崎陽子 舞台芸術のオンライン上演を活用した新たな観客コミュニケーションの創
出

川瀬みゆき オンライン書道レッスンと書道家活動の開拓 www.kawasemi-style.com

片山敬士(TMOVE) 祇園祭り2020 https://m.youtube.com/watch?v=VT8yXt0QHF0&t=6s

片野坂 亮 アニメーション制作 https://www.kabochi.com/

門川早織(徳本早織←旧姓で活動しているので徳本で
掲載お願いいたします。)

フルートのCD製作 http://tokumoto-saori.com

KYOTARO 金子（京子） 千の昇龍  Thousand Rising Dragon 「コロナに打ち勝て！」プロジェクト https://kyotaro-art.com

Kyoto Music Channel Kyoto JazzKissa Map（ジャズ喫茶へ行こう） https://www.kyotomusicchannel.com/

きむらと 個展開催とそれまでの制作 kimurato.com

キムラトモミ 映像作品 https://youtu.be/6m-cCglGcYk

衣笠泰介 衣笠泰介paintingsのアート活動（ギャラリーミラクルを発信地として個展
やアートコラボレーション）

http://taisuke-kinugasa.com/blog/

鬼武みゆき Station to Station 〜音絵物語〜 www.onitake.com

杵屋勝九郎 映像版　長唄 喜楽会＠京料理 清和荘 http://www.hi-rocky.net/index.html

京極朋彦 U-25 オンラインダンスクリエーションワークショップ 10 years before to 

10years after

kyo59solo.blogspot.com

京都ユースオフィス 社会参加の難しい若者の文化芸術活動発信事業 https://kyo-lpw.org/

京都国際交流合唱団　津田　隆 姉妹都市との音楽市民交流事業の資料編纂とパネル作成
京都市交響楽団メンバーによるアンサンブル 京都し
んふぉにえった

京都の秋 音楽祭 京都しんふぉにえった 笑いあり！涙あり！感動あり！ア
レンジdeガラ！

https://kyotoconcerthall.org/calendar/?y=2020&m=11#key20748

京都七条トラッドジャズ（松原あおい） 京都七条トラッドジャズ　オンライン・ライブ https://www.facebook.com/Kyoto7JouTradJazz/

京都車いすおもてなし隊 SDGｓオンライン茶会　一碗からピースフルネス http://arica.co.jp/omotenashitai.html

京都朝鮮歌舞団 ＜音(こころ)で繋がるJapan×Korea＞プロジェクト
京都民芸資料館 資料館展示
京都料理芽生会 京料理を明日へつなぐ 【京料理・地元農林水産品 持続支援プロジェク

ト】
http://www.pref.kyoto.jp/brand/ouchigohan.html

広田ゆうみ＋二口大学 別役実・作「眠っちゃいけない子守歌」 http://hirotafutakuchi.blog.jp
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北小路直也 音楽家 https://www.youtube.com/channel/UCrm2tNSF9M3g364rnt-

KSrw?view_as=subscriber

北爪裕道 ギターとエレクトロニクスのための作品の新版制作 http://hiromichikitazume.com

木下真希(リユニオン) 動画配信と感染対策に配慮したコンサートの開催 https://reunionkikaku.wixsite.com/mysite

木村舜 京都市内や滋賀県山中町に点在する神社仏閣や文化、奇妙な場所の調査　
これらの調査をテーマとした製作活動

久保ガエタン 展覧会の蘇生,リサーチ https://gaetankubo.com/barometz-online-exhibition

熊谷　亜莉沙 絵画制作・デジタルメディアから新しい表現へ https://arisakumagai.com

熊谷かおり 熊谷かおり創作ミュージカル・音楽動画ON LINE アメーバブログ熊谷かおりの「京ことり」　YouTubeチャンネル熊谷か
おり

桑原仙溪 「いけばな桑原専慶流テキスト」51年間分のデータ化と公開 https://kuwaharasenkei.jp/tekisuto/

桑原専慶流家元 「いけばな桑原専慶流テキスト」51年間分のデータ化と公開 まだありません
黒田純平 keshiki.org

國枝愛子 画家 http://aikokunieda.web.fc2.com/index.html

劇団FAX 映像公演（仮） https://canisendafax.wixsite.com/faxfaxfax

劇団三毛猫座 延期公演の実施に向けての準備、他 https://www.gekidan-mikeneco.com

ゴーダ企画 FEAR https://goda-kikaku.jimdofree.com/

こじまゆういち こじまゆういち展　「ぼくのおとうと」 instagram  @yanaginomokutan

コント こうえん
近藤大祐 GALLERYTOMOでの個展 https://gallery-tomo.com/new/5195/

近藤和見 幻想音楽会 https://youtu.be/ekOuqHTi_FE

古川友紀 Exhibition / Performace 歩録 https://yukifurukawa.com/

小出麻代 紙媒体版:展覧会「形代ーかたしろ」 www.mayokoide.net

小林良子（作家名：岸田良子) 「岸田良子展」サブタイトル：「TARTANS」サブタイトル：「INDEX」

佐々木文美 舞台美術の練習 https://note.com/sasakiayami

坂田 淳 三味線楽曲映像制作 https://www.instagram.com/tokyo_ghetto_shamisen/

笹まり恵 まりえんぬの部屋(動画配信を含む演奏会) mariesasa.com

真田貴吉 朗読劇ミナモ世代
西條茜 陶芸を使ったサウンドパフォーマンスの映像配信、およびウイルス収束後

を見据えた展覧会
沢村さくら 浪曲三味線ワークショップの教材作成
沢大洋 舞台芸術の動画プロデュース術リサーチプロジェクト https://ningenzastudio.wixsite.com/home

沢田　朔 PLAIN PLANE https://jdfkg.tumblr.com/

櫻岡聡 OBJECT https://objectcommittee.tumblr.com/

澤あも愛紅 アトリエ(artists space TERRAIN)での展示 https://amo-aicou.tumblr.com/

齊藤慶司 レンスミュージック http://rens-music.com

下村実紗子 ～おこしやすコンサート第20回記念～下村実紗子ピアノリサイタル  ゲス
ト:通崎睦美(木琴)  無観客によるCD録音、動画撮影

 

https://www.youtube.com/channel/UCKojONPsnJNs9Cj8DDQNH0w?view

_as=subscriber

重岡 良子 日本画
重森三明 重森三明の作品展示 www.est.hi-ho.ne.jp/shigemori/

島田篤 昼も夜もわからん屋まつり！　〜夏の終わりの生配信ライブ〜 https://shimalog.wordpress.com

島﨑健史 京都JUKE BOX https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20200705

白田将悟 非対面型オンライン音楽制作事業 http://shogoshirata.com/

朱芸然 アニメーション制作と上映会及絵の具を触るワークショップ
白鳥 秀紀 京都市文化芸術緊急奨励金 https://www.haku-kyoto.com/current-exhibition
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Juggling Unit ピントクル ジャグリングワークショップ「ぴんとくるくる浄土」、及びその成果発表
会（映像配信）

https://pintcle-jodo.netlify.app/

Juuichi Juuichiの音楽で京都の素晴らしさを伝える https://www.youtube.com/channel/UCX5FcJNia5fHqFGewlKhrAA

SUKIDARAKE MAFIA ぐんぐん元気プロジェクト https://sukidarakemafia.wordpress.com

隅地茉歩（セレノグラフィカ） 身体のことば～振付家の視点から～ http://selenographica.net

住吉山　実里 2x2 WindowS https://2x2windows2x2.wixsite.com/website

須川弥香（芦見谷芸術の森フェスティバル実行委員
会）

芦見谷芸術の森フェスティバル継続開催祈願 https://www.facebook.com/ashifes/?modal=admin_todo_tour

杉原邦生 舞台美舞台美術デザインアーカイブの製作・web展示（仮） http://www.kunio.me

鈴木かずこ オトナの勉強会　動画配信特別回 https://web.animatomusica.com

鈴木栄治 Bridging the Distance:   The Current State of Remote Music Production https://youtu.be/GiWwbjkUhj8

鈴木春生 鈴春と描こう！1分素描と野外スケッチ
鈴木佑三古 作品展を開催しオンラインで発信する
SAVE THE THEATRE SAVE THE THEATRE https://savethetheatre.zaiko.io/

関本　幸治 関本幸治展 「光をまげてやる」"Bend Light" http://kyoto-ba.jp

是蘭 「方丈記」アートブックを中心とする、制作・告知・販売・社会還元活動
の多面的な実行

http://zelan.jp/wp/

創紀会 第90回記念創紀展
tarinainanika コーポリアルマイム舞台芸術学校の開設に向けたオンライン芸術活動の実

施
https://www.tarinainanika.com

タカダスマイル タカダスマイル京都で歌う。 https://takadasmile.jimdofree.com/

たきいみき 朗読でんわ劇場、京都朗読探訪
高向　正和 醍醐味eets https://www.facebook.com/daigomeets

高杉征司 映像ショートショート作品「シリーズ・日常にひそむドラマ」」 https://www.youtube.com/channel/UCgky01QoP8BfM3zQqMwdr6w

高地佐代子 通販事業と再開期に向けた準備、製造、発信
高槻シニア劇団そよ風ペダル 高槻シニア劇団そよ風ペダル　無観客配信プロジェクト 『わたしたちの開

演』
https://youtu.be/NtkHLeSgrh4

高田一樹 スペースフォト・オンラインギャラリー http://www.takoland.com/gentousha/event/

滝村陽子 情報誌【ENTROPICAL PARADISE 号外「ANTIBODIES' COVID-19 

SURVIVAL GUIDE」本編(仮)】
谷澤紗和子 女性像の演習と、うんとこスタジオ小型画廊プロジェクト https://www.tanizawasawako.com/gallery/

田久保友妃 田久保友妃ヴァイオリン独演会 http://yukitakubo.com/

田久朋寛（大道芸人たっきゅうさん） 医療・福祉・災害支援領域におけるサーカスコメディの　　　　調査・研
究

https://laugh-and-health.com

田住真之介 日本画作品の製作及び、作品の貸出
田村興一郎 城崎国際アートセンター「F/BRIDGE」試演会 https://danceprojectrevo.wixsite.com/dance-project-revo

田中弥生(くるみ割り人形フレンドシップセプテット) Classic Cembermusic Concert 音楽は泉のように https://m.facebook.com/kyotoongakusha/photos/a.231300470331784/28

71400972988374/?type=3

田中遊（正直者の会） 「演劇」を巡るフィールドワーク https://syoujikimono.net/fae/

田辺剛 オンライン戯曲講座拡大版 http://mogamos.link/playwrightclass/

武田 真彦 CYCLEE http://laatry.com/cyclee/

武田み音 進化をわたしらしく、着る。
武内　裕 銀座作陶展
立石雷 篠笛オンラインスクール雷音会 https://www.rai-tateishi.com/raionkai

髙田美貴　MIKI

チチカカコ みんなのおどるくらし https://www.facebook.com/titicacaco

千代その子（一般社団法人ダンストーク） ラジオでやってみるアート https://danstork.com

茶ノ実鶴園 コロナを超えて日本のお茶と文化を世界に届けるための拠点づくり https://www.the-tea-crane.com/jpn/

https://pintcle-jodo.netlify.app/
https://www.youtube.com/channel/UCX5FcJNia5fHqFGewlKhrAA
https://sukidarakemafia.wordpress.com/
http://selenographica.net/
https://2x2windows2x2.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/ashifes/?modal=admin_todo_tour
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宙宙 しぜんのかたち　わたしのかたち https://www.chuchuworks.com/

長城楽団 第14回日中名曲コンサート http://weiyangpipa.sakura.ne.jp/

常本若菜 常本若菜
辻井裕之 ウクレレ・音楽普及活動 momoyamashachu.com

堤　拓也 新たな鑑賞条件を想定した展覧会フォーマットの研究・開発・試行（ドラ
イブイン形式・試行編）

https://www.takuyatsutsumi.com/

寺田みさこ ダンス作品の制作
寺脇扶美 書簡似て
Depth of Light -美術 × ピアノ × 現代音楽- 京都から世界へ。「Depth of Light -美術 × ピアノ × 現代音楽- 」異分野コラボ

レーションによる舞台映像配信
http://depth-of-light.info/

D'Rica7 Tengue Project ~京都〜 https://www.youtube.com/watch?v=KdvNd9HFXIg

Tomas Svab 写真表現法の京都をベースにしたリサーチと制作・その発信 https://www.23degrees.net

トミタショウゴ 音楽歌手活動 http://tomi-sho.net/

トランク企画 つながる。 trunkkikaku.jimdo.com

時庭光里 Kyoto Drawing Tube

堂東由佳 シルクスクリーン版画作品のアーカイブ化と公開
豊山佳美 新型コロナウイルスと共存する舞台芸術における広報研究会
dracom dracom『STAY WITH ROOM』 http://dracom-pag.org

Drei  Violette(ドライ フィオレッテ) 1.街角コンサートPart.7     2.録画による慰問コンサート　　　3.Drei 

Violette主催による演奏会
努力クラブ ゲームしてる彼氏のとなりの https://doryokukurabu.blogspot.com/

ナカハラユウカ（バースデーランウェイ） バースデーランウェイ https://birthday-runway.com/

夏目雅也 小劇場空間における安全な技術運用の研究 なし
中屋敷 智生 再開期に向けた新たな展覧会やアートフェア等の制作準備
中原優花（バースデーランウェイ運営委員会） バースデーランウェイ https://birthday-runway.com/

中川日出鷹 藤倉大 Secret Leaves performed by Hidetaka NAKAGAWA

中村古都子 再開期に向けたワークショップの準備と作品制作 https://kotoko-animation.com

中村武俊 寺社・老舗等の額看板修復（または新調） https://www.facebook.com/taketoshi.nakamura.10

中村凜翠　（小松流　四季を語る会） インスタグラムで二十四節気「芒種」～「処暑」の十七候をいけばなで発
信

中田麦　崔理英デュオ リチェルカコンサート https://www.youtube.com/user/schubartok/

中嶋俊晴 SONGS 武満徹をうたう https://youtu.be/4_thAZtz-pI

長沢優希 予定している展覧会に向けての作品制作
長嶋柊作品展を応援する会 絵日記200冊達成記念展 絵日記200％展 http://blog.livedoor.jp/tkchan1/

奈尾知弥 動画配信
名倉聡美 オンライン絵画占い https://kaigauranai.myportfolio.com/

名和晃平 新作パフォーマンス公演「mist」の上演 http://kohei-nawa.net

人形劇屋たくたく堂 人形劇屋たくたく堂　おうちでにんぎょうげき https://www.tactacdow.com/

西川影戀 すこやか日舞〜和の輪〜 https://youtu.be/OT0JIYjgpyE

西野やすし 西野やすしライブ＆トーク～コロナ禍を経た京都のライブシーン～ https://www.ragnet.co.jp/livespot/date/2020/8　（※現在掲載準備中）

二宮大輔（京都ドーナッツクラブ） エドアルド・レオ特集上映
日本国際詩人協会 JUNPA設立１０周年記念イベント　朗読ライブ「詩よ、太陽コロナよ、禍

いを胎児してくれ！！
https://join-us-junpa.webnode.jp/

捩子ぴじん（neji&co.） neji&co.新作公演ワークインプログレス/ドキュメント http://nejiandco.com

則武千鶴（アトリエセン） Zoomを使ったオンライン色鉛筆絵画教室 atelier1000.com

能登俊人（申請時の作家名：秋野すずめ） 秋野すずめ個展「リヤカーと」 https://akinosuzume.tumblr.com/post/625344312465670144
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野村由香 京都芸術センター（Co-program カテゴリーC）で実施予定の市民との共同
創作と、今後の制作活動のためのリサーチ

https://www.yukanomura.net/

野村涼平 KG+ 神島高校写真部写真展 ”KODO” https://ryoheinomura.com/jp/top

はひふのか Moonlight Club 楽屋でBest Hits Night https://himechic.wixsite.com/hahifunoka2

春乃流　　春乃　櫻香 春乃流による舞踊披露　　　春乃流おどり体操　　　春乃流PR動画 春乃流ウェブサイトhttps://www.harunoryu.jp/

長谷川美沙（Salzburger Schlosskonzerte in Japan) Salzburger Schlosskonzerte in Kyoto – The New Music Life - https://www.youtube.com/channel/UCmh939p9LjpdEn3P7VIf8Nw

浜崎英子（NPO法人フラワー・サイコロジー協会） いけばな街道2020（オンラインでのいけばなで社会参加イベント） https://www.facebook.com/IkebanaStreet/

浜崎聡 密を回避したイマーシブ型演劇公演の企画・制作 http://seventhheaven23.blog111.fc2.com/

林葵衣 個展記録集の作成
林侑子(紅村窯) おうちでほんもの体験 koson.jp

伴戸千雅子 「おどる落語」映像作品制作 https://kqxom91968.wixsite.com/odorurakugo

朴梨恵 いつでもどこでも音楽を！ http://pakurie.com/kyotocity-support/

HisanoDanceArt 発表会 hisanodanceart.com

東　明 NEW HOME ART http://www.akirahigashi.com

平野一郎 時ノ祀リ二〇二〇臨時祭 https://www.facebook.com/TokiNoMatsuri2020

FEEL KYOTO IN THE ROOM  / Online ver.

ふらっと♭ 京都周遊アコースティックフェス配信ライブ
藤岡　雅人 フジオカ日本画サロン　Web講座　日本画の色シリーズ第1回「青・永遠

を感じさせる色彩」
https://fujioka-salon.com/2020/07/12/online-blue-2008/

藤原伊織（キャプテンムービー） TIMELINE MOVIE CHALLENGE http://captainmovie.work/

福田美佳 イタリア人ピアニストとの共演によるレコード用レコーディング http://www.operaosaka.com/fukudamika/profile.html

福本浩子 オブジェ作品「Mycobook」とその展開
ブラスアンサンブル・ブリオン　　滝村洋子 CD制作、CD発売記念コンサート公演
平安神宮菊花の日に奏でる会 コロナに負けない京都文化力祭
ベリーマキコ 9月以降の発表に備えての制作
細見佳代 高齢者のためのオンライン演劇ワークショップ+野外ダンスワークショッ

プ
https://hellotheater.net

堀出恒夫 写真展 horide.biz

poku kaimami https://kaimami.wixsite.com/kaimami

マツムラアヤコ 現代芸術における革織物を用いた身体表現の可能性を発見する https://ayakomatsumura.tumblr.com

松井 智恵美 松井 智恵美デジタルライブペインティング https://note.com/mchiemi1118/n/n2d2dbf0a60d4

松尾惠  コロナ禍により廃業したホテルの現代美術による展覧会＆作品返却プロ
ジェクトart in transit :THE FINAL

http://www.voicegallery.org/exhibition_event.php

松本 直美（エイキョービデオ） 京都薪能 WEB配信用動画編集事業
松本司 京都未生流オンラインレッスン
松野浩行 松noh https://www.youtube.com/channel/UCjqfDCDUQx8nUV_QZft9hoA

松野泉 家から遠く離れて https://matsunoizumi.jimdofree.com

前谷開 『あなたのかげのかたち』カメラを用いた主体・客体の認識と場の形成に
関するワークショップの開発、実施

https://www.kaimaetani.com/

増田美佳（mimacul） Katastrokeインタビュー https://mimacul.com/katastroke-インタビュー/

ミヤケマイ さいたま国際芸術祭 http://www.maimiyake.com

宮澤昂平 動画配信サイトを利用した文化の発信とそれに伴う和太鼓の所持 https://www.youtube.com/channel/UCVLAAuiKytNKO9f8E52vjhg

三橋琢 動画配信のための音響システム構築
三保谷将史 サイアノプロジェクト（仮） https://masashimihotani.com

未生流笹岡　京都支部 SNSでの動画配信による、いけばな文化の発信
明神 慈（ポかリン記憶舎） ポかリン記憶舎 朗読劇『戀文』〜明恵と鷹島の石〜 http://www.myojin-yasu.jp/?p=469

MuDA 映像作品「MuDA究極踊り」 https://muda-japan.com/video/ultimate.html
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向井 詩織 SHIORI MUKAI TEXTILE shiorimukaitextile.com

向坂達矢 UrBANBUILDを上演する
村山春菜 日本画制作及び、制作過程の動画作成 https://www.youtube.com/watch?v=9idJ2Aj9gTU&feature=share

村田千絵 児童へのオンラインレッスン及び保護者支援事業と無観客演奏会開催

村島洋一 観客たちへ
務川智正 おばけやしきメディア配信事業
Monochrome Circus 『FLOOD 2021』 https://monochromecircus.com

元林伸雄 大人のための夜の道徳教育講座
森 琢麿（京都オペラシアター） お座敷オペラ in 京町家 ライブ配信 https://takumamori.jimdofree.com

森佳三 自作選集の製本と出版
森太三 ８８の家
森谷A 『オンラインコミュニケーションを向上させるための映像作品の作成』 https://www.youtube.com/channel/UCCenBevw-8sYGcq2YmKw9Bw

森乃　阿久太 森乃阿久太ひとり会
森本ゆり Yokoni / 森本ゆり(piano)＋ジルベール・ヌノ(electronics/video)

森夕香 展覧会図録制作 https://yukamori.com/

山さきあさ彦 山ぐるみ個展「サマーメード」 http://instagram.com/yamagurumi

山下残 ダンスワークショップ 山下残×喫茶フィガロ
山口惠子（BRDG） CUT OUT https://brdg-ing.tumblr.com/

山城大督 山城大督によるオンライン芸術表現の新手法開発プロジェクト https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20200801

山中陽太 ラジオとYouTubeを連動させてボイスパーカッションでリモートコラボ https://www.youtube.com/channel/UCIHJT0EpIEHjkYQAFxeElog

山田愛 染色作家とのコラボレーション作品の制作 https://yamadaai.com/

山田伊純 「能楽の明日を考える」 https://www.youtube.com/channel/UC61kkhno6b10zo7jHV_Jr7A?view_a

s=subscriber

山田実　（基礎造形研究所） アマビエ展 不明
山田明義 タルタルクラブ http://tartareclub.com

山本安佳里（コドモト） 「こどもと知ろう！祇園祭 2020」（仮）で申請出しました。その後、「こ
どもと行こう！祇園祭」と例年のロゴを使用したものでプロジェクト進ん
でいます。

https://note.com/kodomoto_tsunagu

山本芙由美（Deaf LGBTQ Center） うち手話 〜ストーリーを手話で話そう〜 http://deaf-lgbt-center.jimdo.com

山本麻衣子 次回個展に向けての準備等
大和の響き・京 無観客舞台事業 『和魂洋才〜和楽器とダンスパフォーマンスの融合』（仮

称）
薬師川千晴 オンライン美術教室 http://yakushigawa.tumblr.com/

柳瀬 安里 そこに、なにが映っていても目に見えない
柳生二千翔 オンラインプラットフォーム〈WEBサイト〉リニューアル事業 https://niha-naisho.tumblr.com

ゆあさまさや ゆあさまさや music office http://artist.aremond.net/yuasamasaya/

ユニット美人 ニット美人の岩戸山ミステリープロジェクト https://www.youtube.com/playlist?list=PLCyYHyxI671Q3_jWg7cMl9eyKm

o3wjGVK

Yosuke Miyake 三宅庸介 Yosuke Miyake

吉田 桃子 オンライン、現場の双方向に実地できる「アート思考」を学ぶワ ーク
ショップの企画 収束後の展示に向けた絵画作品の制作、ネット上での公開
と販売

http://mt0991.wix.com/rainbowpicha

吉田瑞希 自宅でできるワークショップの実施及び、鍾馗さんを作るキットの製造と
販売

https://www.facebook.com/mizukichi.y

吉本有輝子 真昼　なにもない空間2 https://askyoto.or.jp/e9/ticket/20200624
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ラス ibashiyo http://ibashiyo.net/

樂雅臣 彫刻家 https://masaomiraku.com/index.html

リボアルなみの ミモザ演劇プロジェクト 日仏演劇文化交流による女性の人権架け橋プロ
ジェクト

www.woman-engeki.com/nwec

凜ひとえ 千年の文化都市・京都をテーマにした楽曲制作・動画制作 http://www.rin-japanesque.com/

RuKa Ruka http://rukavrai.jp/

ワカゾー 死について語りあうためのワークショップツール（Death カフェツール)

【死生観光トランプ】制作と普及
https://wakazo-deathcafe.com/

渡邉 裕史 滞在制作による作品創作とその制作準備、および 創作記録アーカイブに向
けた体制作り

渡邉敬介　但し年齢公表不可、他は全て可能 music is 〜おんな、ときにおとこ、うた k-nabe.com

和紗 和紗 Road to 15th Online Live Special in Kyoto https://www.youtube.com/watch?v=CwZ19U9bbDI&t=5589s

脇坂明史 京都のアーティストを紹介 https://www.youtube.com/playlist?list=PL5S50Z-

7dMSBhSh9gwdr8DSuMIFxiGxn7

XEIG SKIN

http://ibashiyo.net/
https://masaomiraku.com/index.html
http://www.woman-engeki.com/nwec
http://www.rin-japanesque.com/
http://rukavrai.jp/
https://wakazo-deathcafe.com/
http://k-nabe.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CwZ19U9bbDI&t=5589s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5S50Z-7dMSBhSh9gwdr8DSuMIFxiGxn7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5S50Z-7dMSBhSh9gwdr8DSuMIFxiGxn7

