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京都市｜⽂化芸術活動再開への挑戦サポート交付⾦事業 

採択アーティスト／プロジェクト紹介 
＋クラウド・ファンディングスタート 

採択事業の実施期間｜2020 年 3 ⽉ 31 ⽇まで *各アーティストにより異なる 
クラウドファンディング実施期間｜2020 年 9 ⽉ 18 ⽇-11 ⽉ 13 ⽇

【参画プロジェクト公開ミーティング」開催】*詳細別紙 
参画プロジェクトのアーティストが集合し、それそぞれの活動についてプレゼンテーショ
ン、デモン ストレーションを⾏います。 また、企業にとっての⽂化や芸術⽀援のあり⽅を
考えるトーク、ふるさと納税の仕組みをわかりやすく 解説するミニ・レクチャーも同時に
開催します。 
⽇ 程｜2020 年 11 ⽉ 2 ⽇（⽉）13:30-15:30 予定 
会 場｜京都芸術センター フリースペース(京都市中京区室町通蛸薬師下る⼭伏⼭町 546-2） 

事業主体：京都市 ⽂化芸術企画課 
お問合せ：京都市⽂化芸術相談窓⼝（京都芸術センター内） 
phone 075-252-2162 e-mail ask@kyotoartsupport.com 
〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る⼭伏⼭町 546-2 
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■はじめに ―コロナ下のアーティストたち

今は新型コロナウイルスの影響による社会の変化により、⽂化芸術活動もこれまでと同じような形態で
は⾏えなくなりました。アーティストたちは展覧会や公演などの発表活動の延期や中⽌のなかで、これ
からどのように活動してゆけるのだろうかと悩みながら、それでもウィズコロナ社会における新たな作
品のあり⽅や発表・鑑賞のかたちをそれぞれに模索し続けています。 

■⽂化芸術活動再開のためのアーティストたちの挑戦的なプロジェクトを募集

そこで京都市では、「⽂化芸術活動再開への挑戦サポート交付⾦事業」を⽴ち上げました。アーティス
トからコロナ下での新たな作品発表や鑑賞モデルとなり得る意欲的なプロジェクトを募集し、審査の結
果、⽀援の対象となる 11 組のアーティストおよびプロジェクトを決定しました。 

◉採択アーティスト *順不同
⿊⽥ ⼤スケ（美術、1982 年⽣まれ） ⾦ サジ（写真、1981 年⽣まれ） 
OPEN KITCHEN 代表：永守伸年（美術） 柳 雄⽃（アートプロジェクト／演劇、1991 年⽣まれ） 
⽥中 遊[正直者の会（演劇、1974 年⽣まれ） たきいみき（演劇） 
ゴーダ企画（舞踊） ANTIBODIES Collective（舞踊） 
佐藤 響（⾳楽、1987 年⽣まれ）／河村 浩太郎（能楽、1985 年⽣まれ） 
杵屋 勝七郎 としひろ会（伝統芸能、1960 年⽣まれ） 
原 將⼈（映画、1950 年⽣まれ） 

■アーティストの創作を途絶えさせない！
ふるさと納税型クラウドファンディングで、アーティストを寄付者と京都市で応援 

採択アーティスト／プロジェクトに対して、京都市が「ふるさと納税型クラウドファンディング」によ
り寄付を募り、集まった寄付⾦と同額を京都市が上乗せして交付します。 
この取り組みは、アーティストの意欲的なプロジェクトの実現を、寄付者の皆様と京都市で⽀援するも
のです。今後同じような危機があったときにも対策できるような、⽂化芸術に携わる⼈たちの活動環境
を守り、整える⽂化芸術⽀援のモデルとなるべく、何としても成功させたいと考えています。 
※京都市では⺠間の⽂化拠点の参画を募り運営を⽀援する「⽂化芸術活動再開への発表・鑑賞拠点継続⽀援⾦事業」も同
時に実施中です。参考：ウェブ版美術⼿帖｜京都市が挑むガバメントクラウドファンディング。「⽂化の継続⽀援のきっ
かけに」https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/22725 

■11 組のアーティストとプロジェクト紹介（クラウドファンディングサイト掲載順）

（参考）「⽂化芸術活動再開への挑戦サポート交付⾦事業」審査の基準は以下の通りです。 
① 新規性（ウィズコロナ社会における新たな表現⽅法・鑑賞形態の提案内容）
② ⽂化芸術活動の実績（これまでの作品のクオリティ）
③ 実現性（事業内容の具体性、実施に向けた計画性の有無）
④ 公共性（京都市の⽂化芸術振興に資するもの）、公益性（多くの⼈に届く事業形態かどうかなど京都市⺠へ

の成果の還元） 
⑤ 発展性（今後、継続的な事業展開が⾒込めるもの）
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取材可能スケジュールについては別紙参照。 
#1 
⿊⽥ ⼤スケ Kuroda Daisuke 
ギャラリートラック 

荷台を展⽰空間に⾒⽴てた「ギャラリートラッ
ク」を京都市内で⾛らせる。運⾏スケジュールは
予告されず、⼀般の⾞と同じように通過するた
め、意図せず偶然に作品を⽬撃した⼈々が観客に
なる。運⾏の様⼦はインターネット中継も⾏い、
後⽇アーカイブとして公開される。詳細情報は
10 ⽉末にギャラリートラックの HPで公開。 
https://sites.google.com/view/trucktrucktruck 
参加アーティスト：飯川雄⼤／加藤翼／⿊⽥⼤ス
ケ／三原聡⼀郎 他 *クラウドファンディングの成否によって決定

企画：⿊⽥⼤スケ 

◯発表時期：今年 12 ⽉初旬のある期間に、コロ
ナの感染拡⼤状況を確認しながらギャラリートラ
ックを数⽇間運⾏する。 
◯発表⽅法：展⽰、WEB
◯展⽰場所：京都市内（移動型）

⿊⽥ ⼤スケ｜美術家。歴史、環境、⾝体に関す
る様々なリサーチを通じて幽霊のような認識され
ているが⽬に⾒えない存在を可視化してきた。 
https://sites.google.com/view/daisuke-
kuroda/home 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#1 

#2 
⾦ サジ Kim Sajik 
映像作品「AMA ウィルスとおよぐ(仮)」の制
作・公開のためのプロジェクト 

2020 年のコロナ禍の体験から、「共同体に⽣き
る⼈間が、ウイルスを通じて⾝体的、精神的に変
化しながら〈⾃⼰〉と〈他者〉との関係性を問い
かける」ことをコンセプトとした⾦サジによる創
作物語を映像と写真で制作する。写真家として活
動しつつ、韓国伝統舞踊やコンテンポラリーダン
スなどジャンルを超えた交流を⾏なってきた⾦
が、映像作家、ダンサー、歌⼿、ミュージシャ
ン、照明家、⾐裳デザイナー、特殊メイクアーテ
ィストらと製作チームを組み、京都市内でのスタ
ジオ撮影と地⽅ロケ撮影を組み合わせて、これま
での写真表現を壮⼤なスケールの映像作品に展開
させる。 

◯発表時期：2021 年 3 ⽉末
◯発表⽅法：WEB

⾦サジ｜写真家。⼈々の暮らしの中に伝承されて
きた舞、祭、語りなどに着想を得、⾃らの⾝体感
覚にもとづく創造の物語を表現してきた。今回
は、コロナ禍で⽣まれたイメージから映像作品を
映像作家、ダンサー、⾳楽家らと共に制作する。 
http://kimsajik.com/ 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#2 
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#3 
⽥中 遊（正直者の会） 
Tanaka Yu/Syoujikimononokai 
「演劇」を巡るフィールドワーク公開演劇再現実験 

「演劇」を巡るフィールドワーク（FAE）は「謎
に包まれた古代の⾵習『演劇』を現代に再現す
る」ことを⽬標に活動を続けている。これまで動
画を配信するのみだった FAEがついに観客を迎
えて演劇再現実験を⾏う。 
＜演劇における「連帯・疎外」、それらの⾔葉の
内実が今現在とは全く違ってしまった地点から眺
めた「演劇」です＞（本事業の公式 youtube でのメッ
セージビデオより）https://syoujikimono.net/fae/

演出：⽥中遊 
出演：⽥中遊[正直者の会]、合⽥有紀、野村⾹⼦
[ゴーダ企画] 他 

◯発表時期：2021 年 3 ⽉ 19 ⽇（⾦）〜21 ⽇
（⽇）予定 
◯発表⽅法：公演
◯公演会場：京都市内

⽥中遊（正直者の会）｜俳優、作家、演出家。
1997 年正直者の会を設⽴し劇作、演出を務め
る。《四次元演劇》をコンセプトに「戯式（ぎし
き）」（＝⽥中遊の⼀⼈芝居）、「戯声（たわご
え）」（＝複数⼈でのパフォーマンス）の 2 プロ
ジェクトを展開中。 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#3 

#4 
柳 雄⽃ 
Yanagi yuto 
ハルマチ野外演劇プロジェクト

⾼齢者向け住宅「そんぽの家S京都嵯峨野」の野
外広場に架空の街『ハルマチ』を出現させ、住⺠
である⾼齢者や地域住⺠との⽇々のコミュニケー
ションを通じて「野外演劇」を創作。来年の春分
の⽇に上演する。8 ⽉から地域でのコミュニケー
ションをスタートし、『ハマナチの曲』や『ハナ
マチの曲』のためのダンスなどを作り、野外公演
の準備を進めている。来年 1 ⽉には地域の⼈たち
を含めた出演者オーディションを⾏う。 
https://www.harumachiproject.com/ 

◯発表時期：実施中〜2021 年 3 ⽉
◯発表⽅法：
地域向けワークショップ（実施中）、⼀般向けワ
ークショップ（11 ⽉以降、毎週⼟曜開催予
定）、野外演劇公演（2021 年 3 ⽉ 21 ⽇） 
◯ワークショップ・公演会場：そんぽの家S京都
嵯峨野（京都市右京区嵯峨野清⽔町 10） 

柳 雄⽃｜劇場空間ではない場所（⾞、部屋な
ど）を演劇の舞台とし、その場所でしか体験でき
ない作品を制作している。 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#4 
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#5 
オープン・キッチン（代表：永守伸年）
OPEN KITCHEN, Nagamori Nobutoshi 
OPEN KITCHEN：障害のある⼈とアーティスト
のアートラリープロジェクト 

障害者福祉施設「たんぽぽの家」のアーティスト
と京都市⽴芸術⼤学（以下、芸⼤）出⾝のアーテ
ィストが作品の送りあい「アートラリー」を通じ
て、コミュニケーションを模索しながら、ペアで
⼀つの作品を制作するプロジェクト。まずたんぽ
ぽの家と京芸のアーティストがアート ラリーを
スタートし、さらに 10 ⽉末に京都市内在住者を
対象に公募する⼀般参加者もラリーに参加する。
⼀連のプロジェクトのプロセスや最終的な成果物
は、全て OPEN KITCHENの公式インスタグラム
で公開される。 

https://instagram.com/open_kitchen_2020 

参加作家：鮎川奈央⼦、岡村雄介、加納明⾹、⿊
川岳、⼩松和⼦、中森碧、萩原宏⼀郎、平井和
樹、平⽥万葉、松岡美⾥、⽔⽥篤紀、味波晴⺒ 
キュレーター：寺岡波瑠

◯発表時期：実施中〜2021 年 3 ⽉
◯発表⽅法：京都市在住の参加者を公募し、それ
ぞれの⾃宅で作品制作のアートラリーに参加した
り鑑賞したりしていただきます。 

OPEN KITCHEN（代表：永守伸年）｜障害者福
祉施設「たんぽぽの家」のスタッフ、アーティス
トと、京都市⽴芸術⼤学の教員、学⽣、出⾝アー
ティストたちによるプロジェクトチーム。

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#5 

#6 
ゴーダ企画 Goda Kikaku 
新作公演「SYNTHESE -DRAG MEETS 
CONTEMPORARY-」 

⼈間の⾃然な⾝体的フォルムを美として持つタン゙
サーと、⼈⼯的な美をつくりかえてきたドラァグ
クイーンとのコラボレーション。⾝体や規範を超
えた新たな表現と真の美しさを社会へ投げかける
衝撃的な⼀幕となる。 

出演：合⽥有紀、野村⾹⼦、きたまり、辻本佳、
瀧⼝翔、遠藤遼之介、益⽥さち、⻫藤綾⼦、仙波
晃典、古藪直樹 
シモーヌ深雪、フランソワ・アルデンテ、そよ⾵
さん、アフリーダ・オー・ブラート、ショコラ・
ド・ショコラ、ブルーレット、オズ、ブブ・ド・
ラ・マドレーヌ

◯発表時期：2021 年 1 ⽉ 10 ⽇（⽇）
◯発表⽅法：公演
◯公演会場：京都芸術センター（京都市中京区室
町通蛸薬師下る⼭伏⼭町 546-2） 

ゴーダ企画｜コンテンポラリーダンサーの合⽥有
紀と野村⾹⼦を中⼼として、企画ごとに他分野の
アーティストとチームを作りコラボレーションを
⾏うスタイルの「コレクティブカンパニー」とし
て活動中。 
https://goda-kikaku.jimdofree.com/ 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#6 
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#7 
杵屋 勝七郎 としひろ会 
Kineya Katusithiro Toshihirokai 
古都京都・雅へのいざない(仮) 

松本幸四郎・⽚岡愛之助・中村壱太郎・尾上右
近・中村鷹之資・市川染五郎（出演予定）※1 ら⼈
気花形歌舞伎役者が普段の歌舞伎公演では決して
観ることの出来ない『素踊り』、各花街の芸舞妓
による代表演⽬、祇園甲部『⼿打ち』先⽃町『お
祭り』宮川町『宮川⾳頭』、⽇本を代表する演奏
家による⻑唄演奏・歌舞伎役者や芸舞妓らによる
三味線・鳴物の演奏等。京都でしか実現できない
コラボレーションの舞台を実現します。
※1 やむ得ない事情により出演者が変更になる場合があります。
出演者は 12 ⽉中旬に最終決定します。 

◯発表時期：2021 年 2 ⽉ 6 ⽇（⼟）
◯発表⽅法：公演
◯公演会場：京都ロームシアターサウスホール
（京都市左京区岡崎最勝寺町 13） 

杵屋勝七郎｜京都を拠点に海外公演を含む年間百
以上の公演をこなす三味線奏者。舞台はもちろ
ん、テレビ・ラジオにも数多く出演し、洋楽、落
語、新劇等、他の芸術とも積極的に交流。⾃らの
リサイタル＜としひろ会＞＜⼆題の会＞ を主
宰。⼤和楽では ⼤和 稔(やまと みのる) の名前で
活動する。 
https://katsushichiro-kineya.themedia.jp/ 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#7 

#8 
アンチボディーズ・コレクティブ
ANTIBODIES Collective 
ANTIBODIESʼ COVID-19 SURVIVAL 3D-
GUIDE(仮) 

これまで独⾃に展開してきた⾃由回遊型の演出⽅
法を、コロナ下での舞台芸術のあり⽅を模索する
なかで発展させ、新作パフォーマンスを制作。さ
らにオンライン配信するプロジェクト。アフター
コロナの社会における舞台芸術の可能性を切り開
いていく。今年 12 ⽉に城崎国際アートセンター
にて滞在制作を⾏い、3 ⽉の公演に臨む。 
コンセプト・構成・⾳楽 : カジワラトシオ／振付・演出 : 東野
祥⼦／空間演出・美術・装置 : OLEO /特殊効果・美術 : 関⼝
⼤和／映像 : ⻫藤洋平（ROKAPENIS）／ドラマトゥルグ : ⽯
橋源⼠／⾝体パフォーマンス : ケンジル・ビエン、吉川千
恵、加藤律、⽮島みなみ、ミナミリョウヘイ、⽥路紅瑠美、
尾⾝美苗、⻫藤成美、松⽊萌、菊池航 他／⾐装：
HE?XION!、⻄岡七歩⼦／美術・テクニカル：倉持裕⼆、
Moriken 他／テクニカル・アシスタント：ヤノタカオ／⾳
響：佐藤功治／宣伝美術：関根⽇名⼦／制作：滝村陽⼦ 

◯発表時期：2021 年 3 ⽉ 21 ⽇(⼟)〜22 ⽇(⽇)予定
◯発表⽅法：公演、WEB
◯公演会場：京都市内野外エリア 鴨川デルタ等

ANTIBODIES Collective｜2015 年にパフォーマ
ンス・アーティストの東野祥⼦とカジワラトシオ
によって設⽴。国内外で公演やインスタレーショ
ン、ワークショップを実施してきた。
https://antibo.org/ 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#8 
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#9 
佐藤 響／河村 浩太郎 
Sato Hibiki, Kawamura Kotaro 
悠久の時を超えて〜beyond the time〜 
-能とクラシックの楽器による創作舞「楊貴妃」

能の現⾏演⽬であり三番⽬物、鬘物の代表作であ
る「楊貴妃」を元に、囃⼦⽅としてチェロ・フル
ート/能管・箏などの楽器を加え、創作舞として
上演します。ホールと能舞台。2 つの異なる空間
は、聴衆をも巻き込んで、演者に新たな“インス
ピレーション”と“間”を与えてくれるでしょう。
気品、優艶さを兼ね備えた 「楊貴妃」は“悠久の
時を超えて”どのような表情を⾒せるのでしょう
か。 

◯発表時期：12 ⽉ 5 ⽇(⼟)14:00〜／河村能舞
台、12 ⽉ 10 ⽇(⽊)〜11 ⽇(⾦)各⽇ 19:00〜／京
都⽂化博物館 別館ホール 
◯発表⽅法：公演
◯公演会場：河村能舞台（京都市上京区烏丸上⽴
売上ル柳図⼦町 320-14）、京都⽂化博物館 別館
ホール（京都市中京区三条⾼倉）

佐藤 響／河村 浩太郎｜京都を拠点とするチェリ
ストの佐藤響と、能楽師 観世流シテ⽅の河村浩
太郎。能楽とクラシックの楽器による新たな創作
舞のプロジェクトを⾏う。２⼈の活動の様⼦は、
MBS毎⽇放送「京都知新」（2020 年 11 ⽉放送
予定）によって取り上げられる。 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#9 

#10 
映画監督 原 將⼈ 
Hara Masato 
⽕事で焼けた伝説のフィルム『初国知所之天皇を
復活させ、上映する！ 

1970 年代に 22歳の原將⼈が製作した、数多の後
進たちに勇気と希望を与えた、伝説の『初国知所
天皇』。しかし 2018 年に⾃宅の⽕事でフィルム
を焼失してしまった。今回のプロジェクトでは、
現像所に保管してあったネガから『初国』の 2⾯
マルチバージョンとデジタルリマスター、４時間
のリフレイン版のデジタルリマスターを復活さ
せ、お披露⽬上映する。 

◯発表時期：2020 年 12 ⽉ 12 ⽇(⼟)〜13 ⽇(⽇)
◯発表⽅法：上映会
◯上映会会場：ルーメンギャラリー(京都市下京
区麩屋町通五条上る下鱗形町 543 有隣⽂化会館
2F) 

原 將⼈｜映画監督。1968 年、⾼校時代に同級⽣
と作った映画で、プロをおさえて、第 1回フィル
ムアートフェスティバル東京でグランプリと
ATG賞を受賞。1973 年、「ライブ映画」という
ジャンルを『初国知所之天皇』で確⽴。多くの若
者たちの⽀持を得て映画史的な出来事として記憶
される。『20世紀ノスタルジア』で⽇本映画監
督協会新⼈賞。『MI・TA・RI!』でフランクフル
ト国際映画祭観客賞受賞。2018 年 The Twin
Calendar（双⼦歴記）Part１が東京ドキュメンタ
リー映画祭でグランプリを受賞した。この最新作
は全３作、５時間におよぶ。 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#10 
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#11 
たきいみき 
Takii Miki 
欲望という名の電話〜朗読でんわ劇場の発展と周
知公演にご⽀援を！ 

オンラインでありながら、ネット環境がない⽅に
もお届けできる『朗読でんわ劇場』。30分とい
うわずかな時間の中、電話の向こうの俳優が読む
⼩説や戯曲を聴く企画。今回のプロジェクトで
は、12 ⽉上旬に開催予定の、この活動を知って
もらうための朗読⾳楽劇の公演に取り組む。 
作品は 「羅⽣⾨」「蘇⺠将来昔語り」 を予定。 

出演：たきいみき、松⽥美緒 他 

https://readyfor.jp/projects/kyotocityartproject
2020#11 

◯発表時期：2020 年 12 ⽉初旬予定
◯発表⽅法：公演
◯公演会場：京都市内

たきいみき｜舞台俳優。⽂楽好きが⾼じて舞台⼥
優を志す。コロナ禍で⼩説や童話を電話で朗読す
る取り組み「朗読でんわ劇場」を 7 ⽉から京都で
始めた。今回のプロジェクトではこの活動をさら
に広めるべく朗読⾳楽劇を上演する。 

本プレスリリースの内容へのご質問、お問い合わせ、画像のご請求や各アーティストへの取材の申
し込みについてなど、下記までご連絡ください。 

京都市⽂化芸術相談窓⼝（京都芸術センター内） 担当：内⼭、⾼坂、旦部 
phone 075-252-2162  e-mail ask@kyotoartsupport.com 
〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る⼭伏⼭町 546-2 
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別紙 取材可能なスケジュール⼀覧 
アーティスト 今後の活動予定 展示・公演日程／会場

黒田大スケ

（美術/1982 年生） 10 月下旬 ギャラリートラック HP 本格公開 

【展覧会】

12 月初旬より随時開催。運行スケジュールは予告しません

が取材の場合はお問い合わせください。

京都市内

インターネット中継あり

佐藤 響（音楽/1987 年

生）／河村 浩太郎（能楽

/1985 年生） 

10/24 公演）悠久のときを超えて＠京都アスニー 
11 月中旬 舞台稽古（河村能舞台）、稽古（佳音/上京

区）

【公演】

12 月 5 日(土)14:00〜 河村能舞台 
12 月 10 日(木)19:00〜 京都文化博物館 別館ホール 
12 月 11 日(金)19:00〜 京都文化博物館 別館ホール 

原 將人

（映画/1950 年生） 

10 月上旬 チラシ作成 
11 月 ライブ原盤の編集作業開始〜完成 
12 月 上映会 

【上映会】

12 月 12 日（土）上映会 1 日目 
16 ミリによるニュープリント版とデジタル版のお披露目上映

会

12 月 13 日（日）上映会 2 日目 
実験的なライブ上映。２面マルチバージョン（ピアノ：島田篤）

ルーメンギャラリー

たきいみき

（演劇）

11 月 公演稽古開始、第 1 回ワークショップ実施 
12 月 「朗読でんわ劇場」の周知公演としての朗読音

楽劇実施。公演後、「朗読でんわ劇場」を再開予定

その他、3 月までワークショップを定期的に行う 

【公演】

12 月初旬予定 朗読音楽劇 
京都市内

ゴーダ企画

（舞踊）

11/7 チラシリリース、ウェブサイト公開 
ダンサー2 名は週 2～3 回市内 4 か所のいきいきセン

ターで稽古を実施中

【公演】

1 月 10 日（日） 新作公演「SYNTHESE -DRAG MEETS 
CONTEMPORARY-」 
京都芸術センター

杵屋 勝七郎 としひろ会

（伝統芸能/1960 年生）  
12 月中旬 出演者最終決定 
1 月 チケット一般発売 プログラム作成 

【公演】

2 月 6 日(土) 
ロームシアター サウスホール

柳 雄斗
（アートプロジェクト,演劇

/1991 年生）

11 月 一般向けワークショップ実施 
1 月中 出演者オーディション 
3/20 ハルマチ野外演劇上演（2 回公演） 

【ワークショップ】

地域向けワークショップ（実施中）、一般向けワークショップ

（11 月以降、毎週土曜開催予定） 
【公演】

3 月 20 日(土) ハルマチプロジェクト野外演劇 
そんぽの家 S 京都嵯峨野 

ANTIBODIES
Collective 
（舞踊）

10 月中旬 ミーティング、稽古開始 京都でのダンスパ

ート振付開始

11 月初旬 東京でダンスパート振付開始 
11/30〜 城崎国際アートセンターにて滞在制作開始 
12/6 城崎国際アートセンターで屋内公演を実施 
1-3 月 野外公演の制作

3/15 上演場所での稽古開始

【公演】

3 月 20 日(土)、21 日 (日)  
京都市内野外エリア 鴨川デルタ等

＊公演後 映像制作と配信

田中 遊 [正直者の会] 
（演劇、1974 年生） 3 月- リハーサル 

【公演】

3 月 19 日（金）〜21（日） 
京都市内

OPEN KITCHEN 
（美術）

10 月末 アートラリーの一般参加者募集（京都市内在

住者対象）

11 月中旬 たんぽぽの家・京都市立芸術大学のアー

ティストがペアで制作開始

12 月 19 日（予定）京都市立芸術大学側のアーティスト

のアトリエで、送られてきた作品を見る。

1 月- 成果発表の方法を検討 

【プロジェクト】

3 月 
京都市在住の参加者を公募し、それぞれの自宅で作品制作

のアートラリーに参加したり鑑賞したりしていただきます。

金 サジ

（写真、1981 年生） 

11-12 月 京都市内のスタジオ、地方でのロケ撮影等

1 月 CG等の映像加工、写真作品のプリント作業等

2 月 映像の編集制作・楽曲編集作業。トレーラー発表

【オンラインで発表】

3 月末予定 オンラインで完成した映像作品を発表 


