多様なメディアを活用した文化芸術創造事業
A. 創造・発信事業

１５６件

採択事業一覧

（五十音順）

申請者名

事業名称

アート・サポート・プログラム実行委員会

奇数アトリエ in AER

会澤健太

Feeling good SENDAI CITY

會田瑞樹

會田瑞樹ソロヴィブラフォンアルバム制作

秋保ひとがた文化研究室

秋保ひとがた文化通信

浅野友理子

身近な植物利用と保存食文化を記録したドローイング集の作成

荒物屋

変容する公共空間のこれまでと、これからのためのアーカイブ

ARCT

てくてくひろば 〜子どものためのオンラインプログラム
開発部（OPK）

安部光俊

あんべ光俊ライブビデオ作品制作事業

east underground

配信特化型の生ライブ配信事業『O.S.P.east underground』

磯崎未菜

展覧会「モグラ罠を仕掛けろ(仮)」

（一社）ミュージックプロデュースMHKS

「明日へ！」6th コンサート

一般財団法⼈⺠族⾐装文化普及協会東北⽀部

オンラインによるキモノ文化普及発信事業「十二単の世界」

一般社団法⼈IKI ZEN

After 1000 Days 3

一般社団法⼈Development Of Arts

DOAバレエ公演 Session

一般社団法⼈MMIX Lab （媒体融合 Lab）

MMIX＜軽トラギャラリーとソーシャルアートの 10 年＞

伊藤佐知子コンサート実行委員会 Sea 白い風

伊藤佐知子シャンソンコンサート

伊東洋平

伊東洋平「ボクラノウタTV〜仙台・宮城まるかじり！
あのヒト、このマチ、歌の旅〜」

イリナミュージカルLLC

リアル×ムービー ミュージカルムービーの制作と上演、配信

岩尾猛

ジュークボックスタイムマシン

indischord

indischord stay home streaming live on YouTube
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氏家エイミー

氏家エイミー 楽曲・ミュージックビデオ制作

NPO法⼈アートワークショップすんぷちょ

こども食堂から生まれたあすと⻑町オリジナルダンス映像化事業

大久保雅基

tone｜音楽情報ポータルサイト運営及びオンライン配信事業

大久栄滋朗

AOBA NU NOISE ONLINE EVENT Project

おむらいすファクトリー

Omuraisu Studio におけるオンライン配信システムの構築

織江響

途絶えさせない

加賀雄大

「2 ⼈だけの舞踏会」

風の時編集部

「おひとりさまで古地図まち歩き〜⾃分だけの仙台魅⼒発信」

金子勲 ／ 学校法⼈ 仙台こひつじ学園

あかねフェスティバル動画配信

叶光徳

伝統芸能の伝承

ジャック・ランスロ
「クラリネットのための２６のエチュード」解説動画

株式会社エンドーチェーン

「エンドー音楽堂」

株式会社ジー・アイ・ピー

⾃主事業イベントの映像配信及び展示イベント

株式会社ダツプロダクション

ZENRYOKU THEATER ONLINE 学園 常設公演

株式会社ハッピーウーマン

「世界を巡る旅」オンラインフォトギャラリー

株式会社道端文化堂

ONLINE LIVE 2020

鎌田壮男

トウホグサウナプロジェクト

⻲田仁

仙台市内のマジシャン大集合

川村かなえ

夢企画

癒しの響き〜キャンドルの灯⽕とともに〜 /
BlueCandle&Crystalbowl Sound Action

河村裕貴

配信アプリを利用したドネーションDJ配信事業

菊池澄枝

クラリネット・クラリス

岸川雅裕

もっと楽しめる楽しい歌

ギャラリーチフリグリ

web 上に展示空間を構築。公募『コロナ見舞い申し上げます展』
発表配信。新会場として利用してもらう環境を整える。
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工藤豊

手話による文化芸術活動のインタビューと手話動画による発信事業

熊谷駿

コロナに負けるな！活⼒1億倍

クラシカルコンサート実行委員会

秋のクラシカルコンサート（仮）

ゲーム音楽吹奏楽団「しかしMPがたりない」

電子楽器を活用したゲーム音楽演奏を、仙台から世界へ。

劇団Ｉ.Ｑ１５０

劇団Ｉ.Ｑ１５０『夢中空間』

劇団ざくろう

おうちにあるものなにしてる？

劇団短距離男道ミサイル

バック＆ザ★フューチャーミサイル

劇団鳥や

「どんぐりと⼭猫」リーディング〜みる・きく・しゃべる〜

ココロノキンセンアワー
小谷一仁
言言
是恒さくら
SARP 仙台アーティストランプレイス
佐々木鈴優

音楽お届け便

〜想像⼒であそぼう！〜

Hamlets movie “From a distance”
「ハムレッツ・ムービー “フロム・ア・ディスタンス” 」
ハイブリッド（リアル＆リモート）稽古場の創造による
仙台文化⼒向上事業
ジオラマ演劇公演
リトルプレス『ありふれたくじら』Vol.6 刊行記念
オンライン展覧会とトーク・シリーズ
SARP・定点観測
オンライン書道ワークショップ＆パフォーマンス書道
〜私の夢を発信しよう！〜

佐々木貴之

モリタカ雪＆杜都

笹氣真歩

おうちでたのしむクラシックコンサート

佐々瞬

「追廻地区アーカイブ 」Oimawashi District Archive（ 仮）

佐藤勇

”新しい生活様式”における、各世代参加型の文化芸術作品制作事業

佐藤勝彦

ASA-CHANG

エマーソン北村「エロス」発売記念ライブ

＆佐藤ブライアン原画展

佐藤こずえ

CDアルバム「Calm」制作

佐藤匠真

配信アプリTwitchを利用したオンラインDJ配信イベントの開催

佐藤那美

震災以前からコロナ禍へと続く東北の風土を基盤とした
音楽活動におけるミュージックビデオの制作と発信

3

佐取純子モダンバレエスタジオ

創作舞踊「遠い響」

SAMURAI APARTMENT

七夕特別ライブ Endless Night (仮タイトル)
Skype / ZOOM 等を活用し、仙台と東京をリアルタイムでつなぐ

坂尻あい

遠隔レコーディングと、ZAIKO やYouTube Live 等を活用した
制作風景動画などの有料化

JLゴスペルファミリー
宍⼾陽子
JAZZ-VILEVAN
松竹梅レコーズ
笙YUU

クラウドファンディングによる、世界を歌で繋ぐ
10 年プロジェクト
仙台の街に音楽で元気を届けたい！
CD「Tú 」親愛なるあなたへ 〜お届けプロジェクト〜
仙台市⺠に彩り豊かな音楽を届ける「VILEVAN チャンネル」の
開設・運営
『和太鼓とラップ』ミュージックビデオ制作
『笙の世界を、あなたの側に』
（笙演奏の楽曲の楽譜化、音楽のネット配信）

白川美紀

杜のこどもアートプログラム

SCOPEVOX

SCOPEVOX

鈴木真⾐

いま、遠くだからできること

スタジオJコンサート事務局

もっとジャズを身近に！Perfect Jazz CollectionⅢ

仙台演劇研究舎

WEB ラジオ番組の⾃主制作および番組配信/創造/発信サポート

仙台演劇ネットワーク

「明日へ！ 演劇のチカラ」

仙台カルチャースクール BUZZ. Dance School Betty 仙台カルチャースクール BUZZ Dance School Betty
仙台シアターラボ

仙台シアターラボ Performing with Corona
『Online in the body project』

仙台ジャズギルド

SENDAI とCORONA・音の地図 composed by Eri Chichibu

Sendai Swing Club

仙台スウィング文化発信プロジェクト

仙台ストリートダンスフェスティバル実行委員会

仙台ストリートダンスフェスティバル2020

仙台spaceZero

ライブハウス運営

仙台美術協会

Web 現在（いま）展 2020

仙台和楽器男子

伊達男子プロジェクト2020
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左右木健一

オンライン・バレエ講座 及び オンラインバレエレッスン指導

Sonido del Viento

目と耳で楽しむみちのくの旅

そらふね企画

六華亭遊花ひるま落語（オンライン配信）

Dirty Jokes

JAZZ 先端都市仙台から発信するHIPHOP〜在仙生音HIPHOP
バンドによるオンラインコンテンツ配信事業〜

ターンアラウンド

（仮称）ターンアラウンド オンライン

高野浩二 （FASTCAR MUSIC）

Liho 無観客ワンマンライブ YouTube Live 無料配信

高橋泉と縄文ジャズオーケストラ

創作落語と音楽

髙橋裕子舞踊団

舞踊公演に関するオンラインイベントおよびアーカイブ事業

武田こうじ

ふうどばんく東北AGAINレター

竹森マサユキ

竹森マサユキ オンラインライブ配信

橘一章

双方向通信を伴うライブイベント配信事業

CHEAP PURPLE

CHEAP PURPLE LIVE in 仙台2020

DIYSTUDIO 仙台

オンラインDIYレクチャー

Terra-Funk

Sendai Terra-funk

東北工芸ことはじめ

「サンサーンス作曲

動物の謝肉祭」

東北工芸ことはじめオンラインワークショップ
−わしでおくる、かたをたのしむ−

東北サクソフォンフェスティバル実行委員会

東北サクソフォンフェスティバル

東北ＨＡＰＰＹ ＨＯＬＩＤＡＹ実行委員会

東北HAPPY HOLIDAY2020 〜 スペシャルリモート祭 〜

東北パフォーマンスネットワーク

仙台エンタメ総合チャンネル

特定非営利活動法⼈君とカタルシス

難病を音楽で⽀援するコンサートプロジェクト

特定非営利活動法⼈とっておきの音楽祭

スタジオOPA!

冨田絵里加

音楽首都 仙台 Project

Dorothy Little Happy

仙台発信！Dorothy Little Happy 無観客ライブ！
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〜スペシャル・ライブ〜

とっておきのネット発信基地創造事業

中川和寿

弾き語りライブ& ライブドローイングのWEB配信

⻑⾨由江

ながとよしえ音楽教室

南部大地

バラライカうたごえステージのライブ配信

日本舞踊中川流

日本舞踊中川流

⼈形劇団ポンコレラ

⼈形劇団ポンコレラのオンライン＆zine

認定NPO法⼈ミューズの夢

オンラインワークショップ

通信芸術教育プログラム「 kotori」一般公開へ向けての
発信基盤づくり

ヌムフォル ソランジュ アユニ

音楽芸術（曲）；メロディ、ネバー・ブリング・ミー・ダウンなど

BAR楽屋

ネット配信による新しい生演奏の提供事業

bar GALLO

ブラジルナイト第二弾（無料ライブ配信）

ハイパーウインド仙台

ハイパーウインド仙台 野外バレエ＆ダンスコンサート
⻘葉の風テラスコンサート

HI-HAT SENDAI

音楽の動画撮影、及び配信事業

畠⼭渉

吹奏楽初心者のためのオンライン楽器講習会

PUMPQUAKES

「曲線」（書店）の庭プロジェクト（仮）

早坂知子

Online Classic Concert〜音楽と料理でめぐる世界旅行〜 (仮)

ハンドパンマン☆ゲン

ハンドパンのPR演奏動画作成とYouTube公開

ピアノデュオ・リブラ

ピアノデュオコンサート Vol.7

bmpd
廣海新吾
フォーラム言の葉

新井孝弘×U-zhaan インド音楽ライブ公式ガイド
WEB アーカイヴ事業
既存のライブバーに高品質な映像配信設備を導入しオンラインを利用
したオープンマイク（音楽交流）やライブ（発表会）に活用する
『月夜語りからの贈り物』夏の巻
『月夜語りからの贈り物』秋の巻

藤田由佳子

PA PI PU PE POP （音楽イベント）

布田直志

緊急事態宣言後の変容する仙台近郊生活者の記録写真

ブックハンターセンダイ

ブックハンターセンダイ
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PLANNINGMARK

浜中文夫

ボイスドラマ「一番町ものがたり」

古⼭拓絵画工房ランズエンド アトリエアルティオ

100⼈のぬり絵で作る広瀬川アニメ（仮題）

HOPE FOR project 実行委員会

HOPE FOR project アーカイブ事業

ホゴノプロフィス

児童施設におけるジャグリング教材⽀援事業

マーベラス・スタジオ

KI・RA・KU

松田隆行

「おうち⺠謡」「おうち盆踊り」アーカイブ事業

マップ・エバレット

Strange Fruit/I'm Right There ビデオ撮影とメイキング

マリンバファンタジー

マリンバファンタジー

マリンピア

マリンピアちゃんねる（子供のためのコンサート動画配信）

宮城学院女子大学 学芸学部 音楽科
宮城教育大学リコーダーず

オンライン

《合唱幻想曲》（ベートーヴェン）演奏動画公開による
地域文化の活性化
オンラインによるリコーダー学習プログラム
2020秋保温泉夏祭り「Special盆踊りday」

⺠族歌舞団ほうねん座

みんなでたたこう！ドコズクドン！
先生のための太鼓講座（ オンライン配信ver.）

村上英寛

仙臺城下町360°VR 街歩きアーカイブ

モレーナ 今野美里

フラメンコの未来へ
プロのテレビマンがYouTube チャンネルを開設し

⼭石商店

文化施設の催しを発信

有限会社リプル

ライブ配信/収録

ヨネザワギュウ事務所

仙臺まちなかシアターＩＮおうちde シアター

Live Space & Bar Café B.B.

Live Space & Bar Café B.B. 配信設備環境整備の為の
配信機器導入費申請

LiveBar PENNYLANE

LiveBar PENNYLANE

ライブハウス

ケントスバンドによるライブ配信

ケントス

LIVE HOUSE 仙台FLYING SON
recording area FUNNEL / UNION -sendai sound
studio -

VR カメラによるアーティスト無観客ライブ配信事業及び
ライブレコーディングによる音源制作事業
アーティスト活動の場提供並びにプロモーション
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LAWN

LAWNのオリジナル刺繍いりキット、と、その本プロジェクト

渡辺公章

アルゼンチンタンゴ「バンドネオン」のオンライン・コンサート

渡邊博一

そっとおく（写真と詩の調和）
生誕111年

ワッキー貝⼭事務所

仙台座・作家

「⻑谷川十一郎（十・一・ロ・−）」を知る

※申請者名・事業名称は申請時のものです。

B. 創造・発信のための基盤づくり事業

１９件

（五十音順）

申請者名

事業名称

analog

Analog 配信事業環境の確立

Arrow Direction

オンライン演劇サマースクール

一般社団法⼈アート・インクルージョン
株式会社イトオン

スタジオB/2

新型コロナ禍における多様なメディアを使った創造・発信・
交流拠点整備とプラットフォーム基盤づくり事業
老舗スタジオが送る、SENDAI MUSIC 発信サイト・ウェブ
オーディション！

株式会社東北共立

WEBイベント配信システム構築

株式会社 HAL PLANNING

Ready for concert again 音楽のある新しい生活様式と検証発信事業

株式会社マカナ

地元ミュージシャンライブ配信事業
”大きな声を出そう！歌おう！”オンライン・ゴスペルワークショップ

仙台ゴスペル・フェスティバル実行委員会

及び観客・出演者・ボランティアに向けた『公道安全ルール』の動画
作成と配信

仙台バーテイク
せんだいミュージックゴーラウンド

在仙アーティスト向けライブ配信プラットフォーム整備
市内⺠間文化施設を会場にした音楽家による音楽番組の制作と
そのプラットフォームの構築

髙橋麻子

感染拡大防止演奏会 “ドライブイン コンサート”（仮）

Team Cultural Distancing

有料観覧ライブ配信「Cultural Distancing(仮)」

ＴＥＸＴ

ＴＥＸＴ
こどものためのデジタル・ファブリケーション・プロジェクト

ピアノサロン REFRAIN

中止コンサートの復活サポートプログラム

FabLab SENDAI – FLAT

クリエイターのためのデジタル技術初級講座の開設
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舞台芸術⽀援センター Hublabo Sendai

Hublabo Sendai 緊急⽀援事業2020

魅知国定席花座

花座有料ライブ配信事業

宮城舞台技術者協会

劇場に行こう！プロジェクト

有限会社エン

LIVE HOUSE enn TV （仮称）

※申請者名・事業名称は申請時のものです。
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