
No. 分野 事業名 申請者（団体）

0001 第8条 オペレッタ「メリー・ウィドウ」ハイライト 株式会社しがぎん経済文化センター

0002 第8条 秋の音楽会2020 レイクサイドウインドオーケストラ

0003 第8条 シャンソンコンサート Kusuyoオフィス

0004 第8条 宮本妥子動画配信事業 宮本妥子

0005 第8条 日本歌曲を「生」と「動画配信」で広める試作コンサート 安田旺司

0006 第8条
3人のヴァイオリニストによる感染拡大防止対策を講じた試験
公演

川端直子

0007 第8条 小さな小さな花火大会 伊藤隆也

0008 第8条 第16回出井幹子バレエ教室発表会 出井幹子バレエ教室

0009 第8条
地元演奏家講師たちの音楽の力で再会できる演奏空間の創
造事業

神永強正

0010 第8条 能楽ホールでフルートとピアノの音色を味わうコンサート 酒井美生穂

0011 第8条 近江戦国歴史浪漫　～ここにしかない企画展～ 一般社団法人あかるいまちづくりの会

0012 第8条
2本のヴァイオリンとピアノによる湖畔の秋のコンサート、感染
予防対策を伴う試験公演

安藤佳子

0013 第8条 玉響コンサート2020および演奏動画の撮影 音楽家集団"婆娑羅…カオスモス”

0014 第8条
モーツァルト作曲「フルート四重奏曲」全4作品の収録と動画配
信

若林かをり

0015 第8条
びわこの風アンサンブル　～今、私たちにできること～　びわ
この風オーケストラメンバーによるコンサート

びわこの風オーケストラ

0016 第8条 フクモト声楽・ピアノ教室音楽会 フクモト声楽・ピアノ教室

0017 第8条 DANCE FANTASY 2020 D fan Studio
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0018 第8条 椿佳美ピアノ名曲コンサート（5） 椿佳美

0019 第8条 オープンスタジオ開催 内田晴之

0020 第8条 オープンスタジオ&個展開催 中島伽那子

0021 第8条 こども達に呼吸の大切さを伝えるYOCAダンス　動画配信 37company合同会社

0022 第12条
Food(食)　& Art（芸術）　×個性
～新しい自分を見つけよう～

みいちゃんのお菓子工房

0023 第8条 作品の展示発表に向けた創作活動の継続、及び新作の制作 石野孝子

0024 第8条 Riso# 9周年企画 Riso＃

0025 第8条 第27回青谷かおり音楽教室発表会 青谷　かおり

0026 第8条 INIZIO演奏会 INIZIO

0027 第8条
新型ウイルス蔓延による休止事業再開への第一歩となる室
内楽演奏会とライブ配信

8人の饗宴

0028 第8条
ミュージカル「甲賀忍者風伝(仮)」上演に向けたPR動画制作・
企画ミーティング/基礎稽古

甲賀文化輝き

0029 第8条 第78回定期演奏会の開催に向けた活動 大津シンフォニックバンド

0030 第8条 むすびフェス エンパワーメントレコーズ

0031 第8条 共生のまち大津・演劇プロジェクト実行委員会 共生のまち大津・演劇プロジェクト実行委員会

0032 第10条 高宮お祭り体験教室 高宮お祭り体験教室実行委員会

0034 第8条 日本フルートフェスティバルin滋賀　スペシャルコンサート 日本フルートフェスティバルin滋賀実行委員会

0035 第8条 舞踊家×音楽家×花火師　コラボレーション～母なる祈り 舞踊家×音楽家×花火師　コラボレーション
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0036 第8条 ヲタトークフェスタ ヲタトークフェスタ

0037 第11条 ソーシャルディスタンス実験ライブ　Vol.3(8/12)　Vol.4(9/22) ～Lefa～

0038 第9条 キッズシネマ塾　完成上映会 一般社団法人草津に麗しい文化芸術を育む会

0039 第8条 Lupiel LIVE in BHSP感謝祭 Lupiel LIVE in BHSP感謝祭

0040 第8条 ときめきの調べ　2020 高島クラシッククラブ

0042 第10条 「いちょうの会」狂言発表会 網谷　正美

0043 第8条 2020 AT ARTS EXHIBITION AT ARTS

0044 第8条 第52回　滋賀県工芸美術協会展　On Line Exhibition 滋賀県工芸美術協会

0045 第8条 世界音楽紀行　～今だからこそ伝えたい音楽～ トリオ結

0046 第8条 第28回みんなで楽しむコンサート みんなで楽しむコンサート実行委員会

0047 第8条 大津吹奏楽団　アンサンブル発表会 大津吹奏楽団

0048 第8条 リモート演劇制作 飯田　健三郎

0049 第8条 甲南バレエサークル第18回発表会 甲南バレエサークル

0050 第8条 草津チェンバーオーケストラ　特別演奏会 草津チェンバーオーケストラ

0051 第12条 第55回記念滋賀県硬筆作品展覧会 公益社団法人　滋賀県書道協会

0052 第8条 神田浩山書展にかかる制作および準備 神田　浩山

0053 第8条 ～コロナ終息を願って～楽曲制作プロジェクト 松浦　陽子
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0054 第8条 和と輪、永遠プロジェクト～人と命をつなぐ歌～ SONGS FOR YOU実行委員会

0055 第8条 大西伶奈・萩野久美子　DUO CONCERT 大西玲奈

0057 第8条 トリイ　アンサンブル発表会 株式会社トリイ

0058 第10条 コロナに負けない！箏・尺八”避密の”演奏会 邦楽アンサンブル以音

0059 第8条 みんなおいでやコンサート2020 みんなおいでやコンサート実行委員会

0060 第8条 ひむれ和太鼓オンライン配信 ひむれ和太鼓プロモーション

0061 第8条 モファの8時間TV～体当たり図画工作　アートで自分を救え～ モファ

0062 第8条 咲～saki～ オンライン配信事業 咲～saki～

0063 第8条 第32回定期演奏会の開催に向けた活動 吹奏楽団　木曜組

0064 第8条 エレクトーンフェスティバル2020　ロマン楽器大会 ロマン楽器株式会社

0065 第8条 You & Me Festival 配信ライブ You & Me Festival

0066 第8条
2020美術館・文化ホールとの連携による芸術体験プログラム
フォーラム

滋賀次世代文化芸術センター

0068 第8条 西村静香&塩見亮ピアノデュオリサイタル
西村静香&塩見亮ピアノデュオリサイタル実行委
員会

0069 第8条 塩見亮ピアノコンサート 塩見　亮

0070 第8条 新作発表に向けたプロモーション動画配信 濱田ひかり

0071 第8条 和歌を奏する～岩坂富美子作品を集めて 岩坂富美子

0072 第11条 第2回ハーティー講談会 一般社団法人愛荘町文化協会
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0073 第8条 ミュージックカーニバル 有限会社イシオカ楽器

0074 第8条 ISHIOKA MUSIC CONCERT 株式会社石岡楽器

0075 第8条 リードオルガン・アンサンブル"Fu-kin"コンサート 音楽企画　湖音

0076 第8条 小笠原周個展 小笠原　周

0077 第8条 ういんどあんさんぶる樂楽　第一回定期演奏会 ういんどあんさんぶる樂楽

0079 第8条 ふたりのパパピアニストコンサート 岡田健太郎

0080 第8条 文化活動再開のためのプロモーション、およびオンライン配信 岡本亜由美

0081 第8条 みんなで楽しく歌おう　歌声喫茶コンサート 株式会社VOCE

0082 第8条 ～歌の花束Vol.10～あなたにエール セシリアシンガーズ

0083 第8条 環楽への誘い 麻植　美弥子

0084 第8条 麻植理恵子～箏と語りの世界～ 麻植　理恵子

0085 第8条
ドライブイン形式によるトライアル展覧会「類比の鏡/The
Analogical Mirrors」の実施

山中suplex

0086 第8条
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)

堤　拓也

0087 第8条 作品制作とアーカイブの作成 和田　直祐

0088 第8条 さきらアトリウムコンサートシリーズvol.107 vol.108
栗東芸術文化会館さきら
(指定管理者　株式会社ケイミックスパブリックビジ
ネス）

0089 第8条
滋賀近美アートスポットプロジェクトVol.3 エンドレス・ミトス展に
向けての制作と制作室の改修

小宮　太郎

0092 第8条 龍谷大学吹奏楽部オータムコンサート2020 龍谷大学学友会学術文化局吹奏楽部
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0093 第8条 朗読と音楽「バッハの思い出」 山田　葉子

0094 第8条 コロナ以後の製作表現の研究と発表方法の最適化 本田　大起

0095 第8条 書と舞と音のコラボレーションin 大角家 松沢　麻美

0096 第8条 大津管弦楽団第139回定期演奏会にかかる公開練習 大津管弦楽団

0097 第8条 3密を回避した屋外での本格的演奏会　ON LINE有料配信付 GSC企画団

0098 第8条
青年大人例会「全盲で車椅子のミュージシャン　山下純一ソロ
ライブ」

彦根おやこ劇場

0099 第8条 演奏家自身が行うセルフ動画配信　実用に向けた試験公演 演奏セルフ配信KG

0100 第8条 平津合奏組合　第2回公演 平津合奏組合

0101 第8条
照明設備の整ったライブハウスからのクラッシック音楽コン
サートの試作配信事業

team C in L

0102 第8条 リュートリサイタル 辻　元樹

0103 第9条 イラスト等の描画 佐々木　采恵

0104 第8条 わらべ唄を活用した子ども音楽体験 生田流正派湖都美会

0105 第8条 こどもの夢づくり支援プロジェクト 尼崎　真実


