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主催 京都市 ・ 公益財団法人 京都市ユースサービス協会 
会場 京都市東山青少年活動センター 

出演・出店・出品者募集！ 
若者文化市若者文化市
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推薦人 私たちも若者文化市に協力しています 

たなべたいさん 
（漫画家） 

京都精華大学美術学部マンガ分野卒業、
同大学院諷刺画専攻修了。 2007 年読売
国際漫画大賞 ・ 近藤日出造賞受賞。 平
成元年漫画家デビュー。 1994 年より京
都精華大学、 関西文化芸術学院、 ヒュー
マンアカデミーなどで漫画を教える。 （公
社） 日本漫画家協会参与 

つづみさおりさん 
（イラストレーター） 

京都インターナショナルアカデミー （現
在は閉校） にて絵本創作を学ぶ。 主な
お仕事に、 京都 ・ 祇園 『レストランよね
むら』 クッキー缶、 京都国立博物館ポス
トカード、 『３さいのなぁに？』 『こどもに人
気！ 「手ぐみ」 あそび』 挿絵 （ＰＨＰ研究所）
など。 趣味はインド舞踊。 インド関係の
イラストも多数。 

サウンドロゴクリエーター、 役者、 同志
社中学 ・ 高等学校でキリスト教学の嘱託
講師として教師の顔も持つ。 自身の楽曲
以外にもテレビ CM や社歌、 企業 CM な
どを多数手がける。 役者としてはユニット
「は ・ ひ ・ ふのか」 を共同主催。 

原田博行さん 
（シンガーフォークソングライター） 

2003 年橋本制作事務所設立、現代演劇 ・
ダンスのプロデュースを手がける。 2010
年より KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞
台芸術祭を企画、 プログラムディレクター
を務める。 13 年 2 月より舞台芸術制作
者オープンネットワーク （ON-PAM） 理事
長。 14 年 1 月よりロームシアター京都勤
務、 プログラムディレクター 

橋本裕介さん 
（舞台芸術プロデューサー） 
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「雑がみ」 として古紙回収等へ！ 
この印刷物が不要になれば 

公益財団法人京都市ユースサービス協会は青少年の自主的な活動を応援しています。 

2.25 （日） 
11:00 ～ 16:00 

THE GO ANDMO'S 制作。 C.T.T. 京都事
務局員。 元 ・ 演劇ビギナーズユニットプ
ロデューサー。 京都芸術センターアート
コーディネーター、 精華小劇場事務局、
KYOTO  EXPERIMENT 事 務 局 を 経 て、
現在はロームシアター京都管理課勤務。 

丸井重樹さん 
（演劇制作者） 

京都市東山区生まれ。 高校卒業後、 東
映俳優養成所に入所。 その後、 大学を
中退し、 2001 年 「劇団 6.89」 を旗揚げ。
脚本 ・ 演出 ・ 俳優を担当。 舞台やドラマ
の脚本と出演、 ラジオＤＪなどを務め、 現
在に至る。 今は 2018 年大河ドラマ 「西
郷どん」 の脚本開発に携わっている。 

三谷昌登さん 
（脚本家） 

成安造形大学 造形美術科 芸術計画群
卒業。 京都府立陶工高等技術専門校 陶
磁器成形科 ・ 研究科修了。 京都市伝統
産業技術者研修 陶磁器コース本科修了。
2005 年 四代涌波蘇嶐を襲名。 2008 年 
松坂屋高槻店にて襲名展を開催。 

涌波蘇嶐さん 
（陶芸作家） 

大学在学中、 バンドで活動する傍ら、 フ
リーペーパーにエッセイを連載。 同誌で
同じく連載していた劇団衛星代表 ・ 蓮行
と出会い演劇の世界へ。 2000 年より劇
団衛星に入団。 劇団活動以外にも多くの
演劇公演やテレビ ・ 映画等に出演するほ
か、 ワークショップ講師なども務める。 第
11 回関西現代演劇俳優賞男優賞受賞 

F･ジャパンさん 
（俳優） 

大学教員 （劇場照明、 舞台美術）。 
1980 年代にライティング ・ ワークの試み
を始め、 以降、 劇場／舞台をフィールド
とした活動を続ける。 同世代舞踊家との
コラボレーションを主に、 演劇や音楽領
域のセッションにも参加。 専門は照明美
術デザイン 

岩村原太さん 
（照明美術家） 

公立高校時代に生徒による学校改革を目
指し生徒会長に。 不良と呼ばれる会長で
多くの教師と対立、 学校を中退。 様々な
バイトを経て地方政治家の運営する会社
や広告代理店勤務。 33 歳、 長男の誕生
を機に衣服食品の分野で独立。 広告代
理店時代に数々の経営者と勉強した自然
の農業を 20 年来継続。 

川久保雅悦さん 
（自営業） 

劇団かかし座制作を経て、 人形劇役者
工藤琢人と人形劇屋たくたく堂を立ち上
げる。 演劇と子ども、 アーティストと子ど
もをつなぐアートコーディネーターとして
日々邁進中。 劇団活動以外にも、 プレイ
パークやアートワークショップ等、 子ども
の豊かな体験を保証する場づくりにも関
わっている 

工藤あみさん 
（アートコーディネーター） 

演劇を中心に舞台芸術に関わる様々な
事業を企画 ・ 制作してきた。 近年は文化
振興を主な目的とする NPO 劇研の理事 ・
事務局長として、 文化 ・ 芸術を活用した
地域のまちづくり事業や、 青少年育成に
関する事業、 高齢者の福祉に資する事
業などにも取り組む。 

杉山 準さん 
（演劇プロデューサー） 

1991 年、 寺田みさことダンスユニットを
結成。 近年はソロ活動を中心に舞台作品
のほか、 障がいを持つ人や高齢者とのダ
ンス制作やワークショップ、 映画、 オペ
ラの振付など多方面に活動を展開してい
る。 著書に 「老人ホームで生まれた 〈と
つとつダンス〉 ―ダンスのような、 介護
のような―」 ( 晶文社 ) 

砂連尾 理さん 
（ダンサー） 

高校演劇で舞台の面白さを知り、 同志社
小劇場を経て入江慎也氏や村上弘子氏
に師事。 その後、 劇団あしたの会で約
20 年間活動。 そこで手話と出会う。 その
間看護学校に入りフリーターから看護師
に転身。 舞台 ・ 映画出演多数。 初の長
編手話映画 「卒業～スタートライン～」
を監督。 今夏公開。 

谷 進一さん 
（訪問看護師） （京都橘大学教授） 

小暮宣雄さん 

1955 年大阪市生。 23 年間公務員。 後
半は、 公共ホールに西洋クラシック音楽
以外の企画が必要と感じて演劇ダンスを
数多く見、 メモ化。 高じて観衆の目線を
大切にするアーツマネジメント研究をする
ことに。 2001 年から現京都橘大学の教
員になり、 文化政策やまちづくりなどにも
関わっている。 


