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⼈類の経験と記憶

FOTOZOFIO
50歳以上のアーティストのための

オンライン写真・映像芸術プロジェクト

https://fotozofio.jp

https://fotozofio.jp/


オフラインイベント
「FOTOZOFIO OFFLINE 2022 KYOTO」
2022年4⽉8⽇(⾦)-5⽉8⽇(⽇)

京都国際写真祭の開催中にシニア世代の表現の発表と交流の場として
京都市内にイベントのためのポップアップスペース「FOTOZOFIOセンター」をオープン
パブリックサイトにてステッカーシートでの作品展⽰（四条通東洞院地下道）

プログラム

-登録アーティストのスライドショー上映展

2022年登録アーティスト: 佐藤泰輔 ⽊内雅貴 ⽯崎幸治 三宅章介

-FOTOZOFIOセミナー︓講師 畠⼭直哉 平間⾄ ⾼橋淳⼦

-FOTOZOFIO運営委員によるシニア世代のアーティスト対象のポートフォリオ・レビュー



FOTOZOFIO OFFLINE 2022 KYOTO
開催概要
期間︓2022年4⽉8⽇(⾦)-5⽉8⽇(⽇)
会場︓FOTOZOFIOセンター Skeleton Crew Studio O-DEN bldg. 京都市中京区⾐棚町38-1

四条通東洞院地下道 京都市下京区⻑⼑鉾町付近地下 京都市営地下鉄四条駅・阪急電⾞烏丸駅 18-19番出⼝
⼊場無料

主催︓MUZ ART PRODUCE (MUZ株式会社)
後援︓京都市、京都市教育委員会、京都府、京都新聞、毎⽇新聞、朝⽇新聞京都総局、読売新聞京都総局
協賛︓DMG森精機株式会社、株式会社 Skeleton Crew Studio
協⼒︓TAITTINGER (サッポロビール株式会社）
連携︓写真新世紀、⾚々舎、 PURPLE

運営メンバー
佐藤正⼦（株式会社コンタクト）
⾼橋淳⼦（キヤノン株式会社「写真新世紀」担当）
伊藤京⼦（細⾒美術館主任学芸員）
泉川真紀（泉川真紀事務所）
カルドネル島井佐枝（MUZ株式会社）

グラフィック・WEBデザイン
兪 多蓮（Main design）

記録・配信
⾼橋弘康

運営アシスタント（MUZ ART PRODUCE）
三宅敦⼤（HB.）
分林寛奈⼦
村⽥望
サルズえり華
パラン花観

スライド
FELIX

⾳楽提供
COSMO



会場⾵景
FOTOZOFIOセンター（表現の発表と交流のサロン）

スライドショー上映展
FOTOZOFIO セミナー & 懇親会
ポートフォリオレビュー

会場︓SKELETON CREW STUDIO 
京都市中京区⾐棚町38-1  O-DEN bldg. 1F



FOTOZOFIOセンター（三条通新町） 来場者数︓214⼈

会場⾵景



パブリックスペース（四条通東洞院地下道）
会場⾵景

通⾏者数︓約100万⼈ うち鑑賞者数︓推定約10万⼈



FOTOZOFIOセミナー ウェビナー配信
4⽉9⽇(⼟)⾼橋淳⼦ 参加者︓21⼈

4⽉30⽇(⼟)畠⼭直哉
参加者︓123⼈

4⽉16⽇(⼟)平間⾄
参加者︓37⼈



FOTOZOFIOセンター 懇親会 4⽉16⽇(⼟)、30⽇(⼟)   協賛︓TAITTINGER



ポートフォリオレビュー



広報印刷物

参加アーティスト1⼈ずつにDMを作成し、
京都市内をはじめ、全国の⽂化施設に配布しました

印刷部数︓6400部（1600部×4種類 ）



プレス 京都新聞 4 ⽉16⽇PRTIMES配信
ホーム /イベント /「FOTOZOFIO 2022 写真展」

「FOTOZOFIO 2022 写真展」
四条通東洞院地下道

アーティスト

AD

スケジュール 2022年4月8日(金)～2022年5月8日(日)
開場時間 4:40~24:10

会場の開館情報
イベントにより異なる

入場料 無料

展覧会URL https://fotozofio.jp/exhibition-event/

会場 四条通東洞院地下道

住所 〒600-8008 京都府京都市下京区長刀鉾町

アクセス 地下鉄烏丸線四条駅18番・19番出口付近、阪急線烏丸駅18番・19番出
口付近

#写真

SHARE

同スペース内のイベント

周辺イベント

最近チェックしたイベント

   

All content on this site is © its respective owner(s). Tokyo Art Beat (2004-2022).

SHARE終了しました

佐藤泰輔、木内雅貴、石崎幸治、三宅章介

FOTOZOFIOはシニア世代のアーティストを対象にしたオンライン写真・映像芸術プロジェクト
です。
50歳以上のアーティストの経験と記憶をテーマにした写真や映像のプロジェクトを公募し、彼ら
の想いを次世代に伝えることを目的にサイトにアーカイブしています。この春、昨年秋に続き2
回目のオフラインイベントFOTOZOFIO OFFLINE 2022 KYOTOを開催し、京都市内の2会場で
作品の展示をします。

同時開催: FOTOZOFIOセンター
FOTOZOFIO2021-22作品スライドショー上映展
開場時間: 11:30～17:30
休場日: 水曜日・木曜日
入場無料
※詳細は公式ホームページよりご確認ください。

[関連イベント]
1. FOTOZOFIOセミナー
①「写真新世紀の30年を振り返る」
日時: 4月9日(土)14:00～16:00
講師: 高橋淳子 （キヤノン株式会社「写真新世紀」担当、FOTOZOFIO OFFLINE運営メンバー）
②「経験と記憶と作品制作について」
日時: 4月16日(土)16:00-18:00
講師: 平間至（写真家）
③「経験と記憶と作品制作について」
日時: 4月30日(土)16:00-18:00
講師: 畠山直哉（写真家）
開催場所: 各回、対面（先着20名程度）+ウェビナー配信（500名程度）
会場: FOTOZOFIOセンター
参加費: 無料（予約優先）
2. FOTOZOFIOポートフォリオレビュー
日時: 期間中の土日祝日 および 5/2(月)14:00-17:30
レビュアー: FOTOZOFIO OFFLINE 運営メンバー（佐藤正子、高橋淳子、伊藤京子、泉川真紀、
カルドネル島井佐枝）
参加費: 20分1000円（予約優先）
※イベント詳細・お申し込み方法は公式ホームページよりご確認ください。
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