
多様なメディアを活用した文化芸術創造支援事業（2021年度）　採択内定事業一覧　※7月13日現在

（五十音順）

申請者名 事業名称

相原 洋 映写技師浅井浩雄氏に対する聞き取り調査及び映像による記録

青木 大志 音楽と映像と旅する、仙台散策2021

青空 瑞希 青空瑞希の30年のマンガ・イラスト展

秋保ひとがた文化研究室 秋保ひとがた通信

アクターズ仙台 アクターズ仙台 オンラインレッスン「コロナと演劇」

浅野 託矢 おまつるふ

浅野 友理子 宮城県内に生息する食用・薬用植物についての調査記録（仮）

安達 伶奈 クリスマス小品集のCD制作

Atoa. TRANCEST スピンオフ公演

アトリエサタチ 『アトリエタチ、食育冊子（案）を作る』

analog スクリーン版画制作と配信

アフタヌーン・コンサート実行委員会 アフタヌーン・コンサートの実施とライブCDの作成

阿部 慎一郎 無観客公演の映像収録及び動画配信サイトを活用した映像公開の実施

天艸 久美子 悠心庵の四人展＆その仲間たち展

あゆみの会 94歳木村未有子 ジェンダーフリーの道を拓く

ARAHAMA calling 実行委員会 仙台市荒浜地区における音楽ライブ配信イベント開催事業

Arrow Direction オンライン演劇サマースクール#2021

Ensemble Coeur de Roseau Mozart Divertiment

石母田 真道 仙台在住のアーティストによるライブの配信、インタビュー

（一社）ミュージックプロデュースMHKS For Tomorrow ～つながっていく音楽～

一般財団法人 小原流 仙台支部 みんなの花展『花の響』

一般社団法人 アーツグラウンド東北 せんだいみやぎ文化芸術ピアレビューの実践

一般社団法人 アート・インクルージョン
多様なメディアを活用したコロナ禍における

障害者をはじめとした表現者のための文化芸術創造・発信・交流事業

一般財団法人 ＳＣＳミュージカル研究所 Musical Picture Book 『注文の多い料理店』（仮）
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一般社団法人 音楽と未来（ROCK ON Music School） 高校生バンドバトル Neo

一般社団法人 J&C 文化芸術振興会 仙台から世界へ発信！サックスプレイヤー熊谷駿 オンライン＆有観客コンサート

一般社団法人 Development Of Arts オンライン公演「Session」Vol.Ⅲ ～TSUNAGU～

一般社団法人 NOOK 仙台を磁場とした「東日本大震災をめぐる記録／アートの実践」をめぐる調査

一般社団法人 FLAT 市民研究家や創作活動家のコミュニティ創出支援事業

一般社団法人 宮城県華道連盟 一般社団法人宮城県華道連盟 オンラインいけばな展

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 卓 光の穴

伊藤 学 音楽作品の制作とデジタル・メディアを主とした発表

いま、遠くだからできること実行委員会 金曜夜の四人の女たち in パトナ

イリナミュージカルLLC ミュージカル公演と動画配信の実施

インプロ仙台 ページェント 聴者参加型の即興生配信ライブ

上野 華純
コンサートに代わるYouTubeやニコニコ生放送を活用した楽しいピアノ演奏の

ライブ配信・ワークショップとオリジナル曲や既存の曲を織り交ぜたピアノ演奏動画の発信

植野 雄太（U.SOUND.lab.） 仙台市内のライブハウス・業界スタッフによるライブ配信の現状を語る会

薄 裕二 Red Go-Cart オリジナル楽曲の作曲・録音制作並びにその配信

NPO法人 アートワークショップすんぷちょ オンライン配信を活用した参加型ダンス公演「FUMINARASE！！！！！」

MMC音楽事務所 東日本大震災復興メモリアル 東北のうたコンサート

演劇企画集団 LondonPANDA 短編映像集の制作およびWEB配信

演劇ユニット 石川組 石川裕人劇作年表作成・戯曲アーカイブ化事業

演劇ユニット 箱庭 「箱庭くん、仙台へ行く」――箱庭とめぐる仙台市の魅力と思い出

大江 よう 地元文化資料リサーチとそのメディア活用

太田 和美 資本主義経済 presented by HOYAPAI（仮）

大森 彩乃 オンライン・オフライン連動のクラブミュージックDJイベントとそのアーカイブ

岡沢 幸 岡沢 幸

おてんとさんの会 おてんとさんの会100周年記念事業

小野寺 友美 B-CREWオンラインライブ（ビークルーオンラインライブ）
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おむらいすファクトリー おむらいすのオンライン文化祭ケチャップ vol.2

音楽宅配便あすなろ あすなろの歌 ～コロナ禍2年目、震災11年目も共に～

音楽で旅する仏蘭西・トリコロールに魅せられてコンサート事務局 音楽で旅する仏蘭西・トリコロールに魅せられてコンサート

「音楽のことを考える教科書」出版企画委員会 「音楽のことを考える教科書」出版企画事業

xbae Find finD（仮）

加賀 雄大 2人だけの舞踏会 絆編

風の時編集部 「仙台の原風景を観る、知る。」展示会およびトークイベント

かと れあ project 上演台本を映像を使った新作品にして公演とメディアで発信

門脇 篤 残留日本兵の家族を通して描く日本と東南アジアについてのドキュメンタリー製作事業

門脇 和泉 気軽にT☺RE✿sis 親子コンサート ～未来のキッズ♪毎日頑張っているママパパ応援企画～

門脇 優介 Video ＆ Music Record / Online 2021

金﨑 裕行 飛翔～彼方へ

叶 光徳 叶光徳クラリネットリサイタル2021

♪花音♪ 心のこもった音の花束を

株式会社 ササキアートプロジェクト・秋保の杜 佐々木美術館＆人形館 佐々木美術館 オンラインアートプロジェクト

株式会社 スカイハイ・ソウル Classic Music と Black Music による教会コンサート

株式会社 Solfa スタジオソルファ 配信LIVE

株式会社 トリプルイー オンラインパフォーマンス講座

株式会社 藤崎 楽都仙台と日本のジャズ史（ドキュメンタリー映像）

株式会社 道端文化堂 楽しくいこうぜ人生は

鎌田 壮男 Waikiki Champions Remix Album project

亀井 亨也 オブミカエ展「墨間 SUMI-MA」

亀井 勤 墨の像 -BUKU NO SUGATA- 2021

からだとメディア研究室 から研ダンスフェス vol.4

川村 かなえ
希望のひかり ～クリスタルボウルの響きと共に～

Light Of Hope ＆ CrystalBowls Sound Action

戯魚堂 戯魚堂ダンス動画作品創作、配信

岸川 雅裕 Create by playing TAIKO ～太鼓とタイコによる創造～
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喜多 直人 漂着物の収集・観察のアーカイブと発信から海と向き合う『漂着物物語』

木村 真介 芝生ホリディ

ギャラリーチフリグリ
展示できる・観る・読む・購入・話せるホームページの作成事業

（遠隔でも楽しめるギャラリーチフリグリホームページの展開）

京増 見和子 根白石アーカイブクリエイション（NAC）

桐島 レンジ コロナに負けない！小さな歌とダンス

クォータースタジオ クォータースタジオ芸術祭「アルストテクネ」

工藤 玲那 陶器作品制作とオンライン展覧会、及びオンラインワークショップの開催

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2021

Crosby 仙台Crosby でのライブDVD 制作頒布事業

劇団ざくろう おうちにあるものなにしてる？ストーリー

劇団短距離男道ミサイル オンライン★ミサイル

小池 マリ子 ヴォイス サンリヴァ 2021

合同会社 TUK デジタル芝居小屋「Alice」公演

合同会社 プロジェクトノード
VRを用いたタップダンスパフォーマンスの鑑賞環境の構築と

モーションキャプチャデータの公開

ココロノキンセンアワー 「昨日はどこにもありませんよう」

小鹿 伊立娜 コロナ禍でも安全に交流をしてもらうための「日本モンゴル文化交流コンサート」

後藤 香織
クリスマスチャリティーパイプオルガンコンサート

GoTo Organ Travel ～聖夜のオルガン舞踏会～

言言 言言第七回公演「スウィング・アウト・ペアレンツ」配信事業

こどもたちにおくるサマーコンサート実行委員会 こどもたちにおくるサマーコンサート

小濱 昭博 翻訳から「信頼」を考える――英→日翻訳ワークショップ

小林 史果 仙台市の風景を題材とした「ミスフィッツ ポスターZINE（仮）」

金 睦 銀河鉄道311の旅

Sound Circus Project 観て聴いて！楽しむ！「Soul! Sound Circus 」

Saxophonotes Special Sax Live！（仮）の開催

佐久間 誉之 宮城の塗り絵

櫻井 園子 「思考島巡り」（作品制作及び冊子制作）

佐々木 菜奈世 『癒し』をテーマにしたCDの制作事業
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佐々 瞬 津波のあとの家で

佐藤 こずえ CD アルバム「Calm」ミュージックビデオ制作

佐藤 聡子 読書会『ビブリオピック』の開催・発信事業

佐藤 輝 Jozenji-Street Lounge

佐藤 正隆 佐藤正隆のYouTubeチャンネル

佐取純子モダンバレエスタジオ 創作舞踊「洽(あまな)く光～東北のこころ～」オンライン配信

THE BASE SENDAI 実行委員会 THE BASE SENDAI オンライン配信事業

SAMURAI APARTMENT 配信LIVE「Go ahead」

3.11オモイデアーカイブ 「3.11定点撮影プロジェクト」記録誌（仙台編）作製

宍戸 清孝 震災10年を経て、改めて防災を考える

宍戸 陽子 仙台のホールから届る委嘱作品演奏

渋谷 七奈 ドローイングブック「ritual（2019~2021）」の作成とweb公開

schadenfreude schadenfreude museum

Jumpin' Koloro 青葉の風テラスで「Jumpin' Koloro」風景と風と感じる夏ジャズ in 仙台

松竹梅レコーズ 在宅時間に有効なインストゥルメンタル長編音楽の制作と配信

白川 美紀 未来へつなげるアートプログラム

Swiss Friends Summer Concert

菅原 宏之 日本の音風景アーカイブ

菅原 正人（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

菅原 睦子 濱口竜介監督「精読」的映画講座（仮）

菅原 祐一 トウホグサウナプロジェクト

鈴木 麻由子 鈴木麻由子 紫陽花コンサート Vol.2

スタジオサミュゼ オンライン配信及びアーカイブを用いた日芸コンサート

スタジオＪコンサート事務局 更にジャズを身近に！Perfect Jazz Collection Ⅳ

studio弓ノ町 いつもと違う日々

Stay Home Art in Sendai コロナ禍での朗読芸術活動「～つなぐ～ 言の葉飛行船」

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
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仙台ゴスペル・フェスティバル実行委員会
オンラインのメリットを最大限に！全国・世界とつながり技術とモチベーション向上！

”オンラインゴスペルワークショップ！フィナーレステージでいっしょに歌おう！”

仙台シアターラボ
仙台シアターラボ シア・トリエ 合同公演

『Fukushima Meets Miyagi Folklore Project#5（仮）』

仙台写真月間 仙台写真月間でのトーク配信、仙台写真月間アーカイブ

Sendai Swing Club Sendai Swing オンライン発信プロジェクト

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2021

仙台バーテイク ライブムービー・カタログ事業

仙台MACANA
在仙ミュージシャンによるデジタルコンピレーション・アルバム制作

及びリリースイベント配信

せんだいミュージックゴーラウンド 音楽と自然、音楽と健康をテーマにしたインターネット番組制作事業

操春会 第40回記念「日本の調べ」演奏会

ターンアラウンド
ターンアラウンド／仙台藝術舎・creek オンライン配信、

新型コロナウィルス対策に特化した展覧会事業

TieTone TieTone企画夏公演「赤鬼」

髙橋 清博 仙台の音楽フェスの歴史ZINE制作

高橋 宗義 コミュニティラジオからの作品発表

高平 大輔 南相馬市「朝日座」と仙台市を繋ぐ情報発信事業

武田 こうじ 街の詩を奏でる2011-2021

竹森 マサユキ 竹森 マサユキ OFFCIAL SITE

只野 展也 東日本大震災の記憶～音楽家只野展也からのメッセージ～

TatsuMaki プロジェクト Dream Wing ～夢の翼～

DANCE X 実行委員会 DANCE EXPO 2021 オンライン

Dance School Betty 仙台カルチャースクール BUZZ OVER 2021

Team Cultural Distancing 需要拡大に伴う配信体制強化事業「ATG」

秩父 英里 ERI CHICHIBU MUSIC PROJECT（2021）

勅使河原ビル株式会社 仙台中央音楽センター Piano Forum in Sendai（ピアノフォーラムインセンダイ）2021

Tulipa実行委員会 音楽と創造・花生けライブパフォーマンス

寺崎英子写真集刊行委員会 「細倉を記録する寺崎英子の遺したフィルム」インタビューアーカイブ

Terra-Funk Terra-Funk

20Pieces MONO×MONKEY 10周年記念アナログ盤制作
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東北工芸ことはじめ わしでおくる、かたをたのしむ

東北 HAPPY HOLIDAY 実行委員会 ハピホリ 2021 プレゼンツ「センダイクリエイターズフェスティバル」

tone ライブ・コーディング音楽の教育普及

特定非営利活動法人 君とカタルシス 「君とカタルシス」によるリアルイベントと配信アーカイブ事業

特定非営利活動法人 とっておきの音楽祭 とっておきの音楽祭チャンネル 手話体験ワークショップ事業

特定非営利活動法人 みんな一書 墨(すみ)祭(ふぇす)2021

中川 和寿 作品展示・弾き語りライブ＆ライブドローイングのWEB配信

中里 広太 中里広太個展「月間コータアーカイブ展」(仮)

永富 さおり お家でできるアンサンブル

永野 忠芳 全曲オリジナル楽曲によるCD制作

日本舞踊中川流 日本舞踊中川流　オンラインワークショップ

にゃんちゃんわんちゃんを助ける会 ハッピーアニマルのためのチャリティーコンサート vol.6

人形劇団 ポンコレラ 人形劇団ポンコレラの「ムシュク相談所」記録配信

人形呉服 志津 人形呉服 半世紀の技

沼澤 麻美子 東北ニマイル

早坂 卓 在仙アーティストのドキュメンタリー撮影

林 宏樹 Journey to JAZZ 2021

Hundred Rocks Voice Bank/ボイスバンク 仙台音楽シーンに関するアーカイブ事業

PUMPQUAKES 曲線（書店）の庭活用プロジェクト

ピアノデュオ・リブラ ピアノデュオ・コンサート Vol.9

bmpd 魅惑のインド音楽ライブ 武藤景介×U-zhaan ライブ in 仙台

HEROES' LABO・シン 絵本ヒーローショー THE ムービー

ひよこ豆 童謡配信

Feeling good SENDAI CITY SENDAI WALK

福田 一雄 伝承昔話紙芝居イベント

福田 一実 一実創作人形個展「躯体とプシュケ」

福田 美里 2020年と2021年の定点観測、ZINEの作成　～地域の作家のまなざしから～
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福原 悠介 仙台の風景と尾形亀之助の詩によるドキュメンタリー映画の制作と上映・配信

book cafe 火星の庭
東北発、特撮ファンタジー映画「ドラゴンスプライサー ─竜を接ぐ者─」の製作、

及びその製作の様子をwebでレポート公開・発表

PLANNINGMARK 慶長三陸地震から410年（東日本大震災から10年）のラジオドラマ制作とYouTube配信

PLAY ART！せんだい プレイアート・ラボ！～アート×社会包摂を学ぶ

フロリレージョ ・ディ・ポエズィーエ（Florilegio di Poesie） 花咲ける愛のマドリガーレ～ニンファと羊飼いの詩、アリアンナの嘆き～

ヘンゼルとグレーテル実行委員会 メルヘン・オペラ「ヘンゼルとグレーテル」プレ・イベント

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プログラム

星 直希 3DCG のアバターを利用したバーチャルYouTuber による音楽祭の開催

White プロジェクト 震災劇メモリアル「やがて春へ」

Marquis GAPs 仙台の魅力を発信するMV撮影

舞舞倶楽部 日本舞踊寿美衡会舞踊会・伝統文化子供舞踊発表会

松田 和之 クラシックコンサートのオンライン配信と、舞台裏ドキュメンタリー映像の制作配信事業

松山 隼 Shared Lines Project -ハイメ・パセナ２世 x 松山隼 IMPRINTS-

マリンピア マリンピア！Vol.6～マリンピック！2021年音楽の祭典～

まるっとジャズ実行委員会 音楽は希望だ！午後はまるっとJazz Day リターンズ

三浦 加奈子 Portrait with MUSIC

三ケ田 伸也 高品質な音声と映像による無観客コンサートのライブ配信

宮城県美術館の現地存続を求める県民ネットワーク （仮称）記憶を重ねる共創スクエア—宮城県美術館開館40周年を祝う

宮城の日本酒と楽しむオンラインコンサート実行委員会 宮城の日本酒と楽しむオンラインコンサート

民族歌舞団 ほうねん座
(１)芸術の秋！宮城の民謡民舞を楽しもう！～こころをつなぐ民謡の世界（仮称）

(２)2021秋保温泉夏祭り（仮称/オンラインバージョン）

MUMU きらめき SUMMERコンサート

村上 英寛 仙臺仮想街歩

桃生 和成 アーツカウンシル東北 立ち上げ検討公開会議

門眞 妙 「仙臺村通信 総集編（仮）」の発行と原画の展示

山尾 祐生 劇団 La Binnac「暗黒芝居アーカイブ」

山口 恭正 仙台フィル定期演奏会演奏記録アーカイブ
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有限会社 バンガード社 こんな時だからこそ・・・届けたい！「音楽の力」を！

yumbo yumbo DVD制作

Live Space & Bar Café B.B. Live Space & Bar Café B.B.配信運営向上の為の整備事業

RAUMI PROJECT ばんしゅのひかりプロジェクト音源動画制作事業

Lawn ファブリックプロダクトから見た、毎日のせいかつ。

渡辺 公章 バンドネオンと現在進行形のタンゴ（演奏動画）

渡辺 美和 パラグアイの竪琴 アルパの響き

※申請者名・事業名称は申請時のものです。
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