
区民環境委員会資料 

令和３年４月１３・１４日 

文化・国際交流課 

 

「いたばしアーティスト応援キャンペーン」事業実施結果について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、活動自粛や公演の中止等で表現

の場を失っているアーティストを支援するため、動画配信補助事業「いたば

しアーティスト応援キャンペーン～あつまる、ひろがる、アートの輪～」を、

文化・国際交流財団と共催で実施したので結果を報告する。 

 

１ 事業概要 

（１）区ゆかりのアーティストから動画作品を募り、一定の基準を満たした

作品について、出演料相当として１０万円をアーティストに支給する。 

（２）無観客や入場者数の制限等で収益減となる区ゆかりのアーティストの

公演の開催を支援するため、動画撮影に必要な経費を負担する。 

（３）以上により集まった動画を、財団・区のウェブサイト、YouTube チャ

ンネル、ケーブルテレビ（J:COM 板橋）の特別番組等で配信・放送する。 

 

２ 実施結果 

（１）動画作品に対する１０万円の支給 

① 募集期間 令和２年 ９月１日 ～ ９月１４日 

    １０月７日 ～１０月２１日（追加募集） 

② 応募作品数 １０７作品 

③ 審査方法  動画作品の企画内容が一定の基準を満たしているか、 

外部有識者を含めた審査会による審査を行った。 

④ 審査結果  採択１００作品、不採択７作品（重複応募等） 

⑤ 支給決定  １００作品（別紙一覧のとおり） 

 

（２）公演の動画撮影経費の負担 

① 対象公演数 ７公演 

② 公演の内容  

・佐野優子ピアノリサイタル（ピアニスト佐野優子出演） 

・子どもと一緒にコンサート（ヴァイオリニスト松原勝也ほか出演）  

・新進音楽家フレッシュコンサート 

（板橋クラシック音楽オーディション合格者出演） 

・板橋落語会（板橋区在住の若手落語家・講談師出演） 

・世界の名曲を歌う弦楽四重奏（板橋区で活動する弦楽合奏団出演） 

・聖夜の贈り物クリスマスコンサート（板橋区演奏家協会出演） 

・初春長唄演奏会（板橋区で活動する長唄三味線奏者出演） 



（３）動画の配信・放送 

財団 YouTube 

① 動画掲載数 １３７作品（ジャンル：約６０種類） 

② 再生回数 ２３，７０８回（３月１６日現在） 

③ 公開期間 令和２年６月１９日～ 

 ケーブルテレビ（Ｊ：ＣＯＭ板橋） 

① 番組内容 アーティストの動画作品や公演の模様を紹介する 

５４分番組 

② 放送期間 令和２年９月～令和３年３月 

③ 放送回数 月８回同じ番組内容でリピート放送 

月８回×７か月＝５６回 

 

３ 事業経費 

（１）経費合計 １３，８０２千円 

（２）経費内訳  

   ・動画作品出演料   １０，０００千円 

   ・動画作品審査委託料    ３００千円 

   ・動画撮影委託料    １，０９５千円 

   ・ウェブサイト制作料    ９９９千円 

   ・ケーブルテレビ放送料 １，２３５千円 

   ・その他事務費       １７３千円 

（３）財源 

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 

 

４ 事業効果と今後の取組 

・区にゆかりのあるアーティストを発掘することができ、令和２年６月よ

り財団が新たに設置した「アーティストバンクいたばし」の取組と並行

して実施したため、アーティストバンク登録者数の増加につながった。 

  「アーティストバンクいたばし」登録者数：１４０件（３月１６日現在） 

・表現の場を失っているアーティストに対し、活動を公開する場を設ける

ことができた。 

・活動自粛や講演の中止等で影響を受けているアーティストに対する経

済的支援を行うことができた。 

・公演の鑑賞を自粛している区民や、普段ホールへ足を運ばない区民に対

し、文化芸術を鑑賞する機会を提供することができた。 

 ・集まった動画や、アーティストのつながりを活用し、区民の楽しみの向

上につながることが期待できる。 

 ・今後もあらゆる媒体を活用し、コロナ禍におけるアーティスト活動の機

会の拡充と、区民や地域への普及を一層推進していく。 



【別紙】いたばしアーティスト応援キャンペーン　支給決定作品一覧

（音楽：６７作品）

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

1 カノン クラシカルクロスオーバー Move On

2 Tsutomu ロック 7番目の月

3 川久保博史 声楽・オペラ（テノール） 川久保博史の『一人でオペラ』

4 中島寿美枝 クラシック　声楽(ソプラノ) 勝ちて帰れ(オペラ・アイーダより)

5 小林鈴勘 尺八 Spain ～尺八ジャズ～

6
河乃裕季と
和太鼓飛翔

和太鼓 虎視眈々～飛翔の響宴2020

7 前川 健生 オペラ・声楽・歌曲
テノール歌手が学生たちへ歌う

「日本の名曲たち」

8 赤松美紀 ピアノ
ベートーヴェン作曲ピアノソナタ
第14番第1楽章　「月光ソナタ」

9 木村　聡 クラシック(声楽・オペラ)
オペラ「椿姫」

ジェルモン役アリア「プロヴァンスの海と陸」

10 Isao Cato
オンラインでの打楽器、
弦楽器のアンサンブル

ネット配信演奏に特化した
ドラムチューニング徹底検証

11 嘉目真木子 クラシック音楽 明日！

12
グルッポ・
ミノリート

声楽アンサンブル リモートコンサート

13 宮下玲衣 ヴァイオリン
J.S.バッハ：無伴奏ヴァイオリンのための

パルティータ第3番 BWV1006 より

14 中村詩子
クラシック音楽・
ヴィオラ奏者

ヴィオラ1本勝負
～まずは音色を知ってほしい～

15 4fiddles クラシック音楽
超絶技巧ヴァイオリン4重奏

「キラキラ星変奏曲」

16 HALandPanda
Gospelを始めPopsや
唱歌オリジナルまで

You Raise Me Up

17 大坪俊樹
サクソフォン奏者兼

ポップス歌手
YOU / つぼはち

18 音ごはん ポップス、ロック 「いたばしからＳＤＧｓ」ミュージックビデオ

19 有桂 ジャズ The Good Life

20 尾藤大介 フラメンコギター Tarantas

21 ジーン重村 Drum Gene Shigemura Session

22
山田壮晃＆ビッグバ
ンオーケストラ

ジャズ スキヤキソング

23 松本伸章 クラシックピアニスト カプースチン:変奏曲Op41

24 西口彰子 クラシック、声楽、オペラ 歌うな、美しい人よ



【別紙】いたばしアーティスト応援キャンペーン　支給決定作品一覧

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

25 Re:one's youth
ピアノ×ボイパ伴奏で歌って

みたcover
ピアノ×ボイパ伴奏で「Pretender」をMV風に

歌ってみた

26
もーちゃんのSORA色

オペラハウス
声楽・コンサート運営

もーちゃんと歌おう！
カンツォーーーーーネ！！

27 柴田真理 クラシック きいて、みて、うたって♪　イタリアGo！！

28 土田さとし ジャズ 一人サックスアンサンブル

29 小川嘉世 クラシックのドイツ歌曲 有名なシューベルトのAve Mariaの内容は

30 風呂矢早織
ジャズ、クラシックピアニス

ト
いつまでも大切にしたいもの

31 小坂理江 中世ハープ 中世ハープで紡ぐ歌心

32 月宵（つきよい） POP,WORLD 祭の太鼓(宮城道雄作) 月宵version

33 渡辺　亜佳音
トランペット　(クラシッ
ク、ポップス、ジャズ)

インザムード

34 長野佳奈子 長野佳奈子 イタリア歌曲より

35 板橋区演奏家協会 クラシック
オペラ「ラ・ボエーム」より

第2幕「軍隊の行進」リモート合唱

36 西口明宏 ジャズ Mangrove

37 音カフェ
ヴァイオリンとピアノによる

演奏の提供
愛の喜び・チャルダッシュ/Liebesfreud

Csardas

38 ありめせつこ 声楽 Nella Fantazia

39 野田　留美奈 クラシック音楽(ピアノ) Rumina's Concert

40 金山京介 クラシック、オペラ、声楽
オペレッタ「美しきエレーヌ」より

二重唱『これはただの夢』

41 福本知里 クラシックピアノ ラフマニノフ作曲ピアノソナタ第2番一楽章

42
rossa occhi

azzurri
クラシック音楽 声の響きをギターにのせて

43
オペラ・アンサンブ
ル・ヴォーチェ

アンサンブルによるヴォーカ
ルコンサート、オペラ公演

ミニミニヴォーカルコンサート

44 Monka Trio オーボエアンサンブル ハッピーバースデー変奏曲

45 山崎勇太 クラシック Alarum

46 パトス四重奏団 クラシック音楽 奏者の視点

47 岩尾浩史 ゲーム音楽 Jump,Up,SuperStar!

48 広瀬直人 クラシック 秋のエスプリ

49 Magnet クラシック音楽 フルートとクラリネットで旅するいたばし



【別紙】いたばしアーティスト応援キャンペーン　支給決定作品一覧

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

50 松原ひろ子 津軽三味線と漫談 津軽三味線と漫談/松原ひろ子の紹介

51 正木知花、裵紗蘭 フルート、オーボエ、ピアノ 春よ、来い

52 簑輪飛龍
マリンバ、

打楽器を用いた演奏
HATO-OTO～ハトオト～

53 井口信之輔 クラシック
バッハ：2本のフルートと通奏低音のための

トリオソナタ ト長調 BWV1039

54 MOMONE DUO クラシック 愛をこめて

55 吉田 侍史 ミュージカル、声楽 今できることを

56 ゆきに/出会ユキ 作曲　笙（雅楽）ピアノ
笙とピアノによる１２のハッピーバースデー～

和風月名と六調子から

57
古川知佳

(こがわはるか)
クラシック、ジャズ、ラテ

ン、歌謡曲
G線上のアリア

58 CUTIEPAI シンガーソングライター CUTIEPAI・まゆちゃんからYellをおくります！

59 山崎　聡一郎 ミュージカル俳優・歌手 ブルーギルバイバイプロジェクトテーマソング

60
パーカッションアン
サンブル TUTTI

打楽器アンサンブル 打楽器による　山の音楽家

61 村田 秀文
トロンボーンアンサンブル、

多重録音、録画。
リベルタンゴ

62 JAY シンガー Night And Day

63 山浦雅也 クラシック 想いの届く日

64 Nikkos オリジナル音楽作曲 苦しんだ後の自由

65 小川至 ピアニスト 音楽から見るフィンランドの妖怪話

66 和氣 友久 クラシック音楽…ピアノ独奏
E.ラウタヴァーラ作曲エチュード集より

fourths（4度）

67 正木文惠
北欧ノルウェー、グリーグの

音楽
グリーグ歌曲集

（伝統芸能：９作品）

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

1 のぶくん
日本各地のお祭の中で

育まれた民族芸能
エイサーを覚えて来年の板橋平和盆踊りに

出演しよう！

2 一里塚舞踊団 日本民謡舞踊 今こそ、明るく楽しく民謡で盛上がろう

3 武志 bushi 和太鼓 重震

4 田代沙織 なぞかけ なぞかけ教室

5 桂歌春 落語 桂歌春



【別紙】いたばしアーティスト応援キャンペーン　支給決定作品一覧

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

6 橘右門
寄席文字筆耕、落語会企画、

講座講師
寄席文字の世界

7
紙あそびすと 荒川
千恵子(光千慶)

折り紙 折り紙の世界

8
尻流複写二（シリ
ル・コピーニ）

フランス人落語パフォーマー 落語レクチャー＆実演

9 東音植松美名 長唄 長唄の演奏

（演劇：８作品）

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

1 劇団Kuma 演劇　演芸　音楽 親の顔が見たい

2 野村須磨子 読み聞かせ 先生の顔

3 谷田川 さほ 一人芝居　チェーホフの短編 チェーホフの短編とロシア人の名前について

4
有希九美

（ゆうき　くみ）
ジャズ＆朗読ライヴ 笑いましょ、　演劇は続くよ　いつまでも！

5 名川 伸子 舞台俳優 先生の顔

6 佐藤文雄 朗読（津軽弁による民話） 津軽弁による朗読

7 佐野　穏生 特撮 サヤエンダー

8
言葉と音の本棚
キッチン・ワルツ

演劇と音楽を融合させた
親子向けイベント

ヘンゼルとグレーテル
親子で楽しむスライドミュージカル

（ダンス・舞踊：２作品）

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

1 林 千春 優輝会 創作舞踊 おてもやん

2 HexaBeat
タップダンス・飛び出す読み

聞かせ
POP TAP

（大道芸：１作品）

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

1 SHOGUN ジャグリング ジャグリングをやってみよう！

（その他：１３作品）

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

1 奥田　晃三
ステンドグラスの新しい表現

方式の試み
モネの愛したジベルニーの池の一日

2 元気印のマリリン 地域のお祭り芸能 板橋に笑顔の花を咲かせましょう！



【別紙】いたばしアーティスト応援キャンペーン　支給決定作品一覧

№ アーティスト名 ジャンル 作品タイトル

3
九十九一

（つくもはじめ）
独り芝居 外国人の主張

4 工藤雅典 映画監督 A Day In The Life

5 民族歌舞団荒馬座
日本の太鼓や踊り・唄、和楽

器などの民俗芸能
荒馬座民族芸能集『明日へのまつり』

6 Cashatto　Photo フォトグラファー
今だから撮れるもの、今しか撮れないもの。

未来への贈り物

7 詩作家　古屋利幸 オリジナル詩の朗読 世界で一つのあなたへの詩

8 IZANAMI project
ダンスと和楽器、
西洋楽器の融合

桜舞

9 猫沢八郎
ダイバーシティ

ウォールパズルアート
Pieceful World

10 鈴木すぅー 俳優・MC・声優
スペシャルハッピィーバースデェー

365分の1の選ばれた笑顔に

11 島田 尚子
象牙根付・アクセサリー、

印鈕
「幻の個展」（再開を願い）

12 王子菜摘子
ミュージカル、コーラス、パ

フォーマンス
弥栄ソング～弾き語りなっちゃん特別版～

13 わたなべゆきこ 絵本制作・教室・読み聞かせ 絵本をつくろう！あこがれを形に
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