2回
またやります！ 第

2022年

Timetable
チャンネル

URL
コンテンツ

3ch

4ch

5ch

本部

関東 支部 1

関東 支部 2

関西支部

焚き火（本部）

https://youtu.be/RTAdYjxpKJM

https://youtu.be/UYXX18gNMr4

https://geiko-daienkai.ovice.in/

ゆるゆる焚き火 in 井尻寮
井尻寮からまったり配信
相談・コメント大募集
飛び入り歓迎！
！

オンライン飲み会
おしゃべりしながら、各チャ
ンネルの配信を観よう！

https://youtu.be/R4khhJYz-hU

芸工はどこに向かうのか
河原先生の大橋ぶらり探訪
芸工アプリ活動紹介
プロレス一本勝負

https://youtu.be/s4wSAMOHZuo https://youtu.be/3-vanOhkVXc

芸工サークルはじめて物語
トーテムポールの部屋
VR 火祭り

音楽ライブ
音楽サークル OB/OG のラ
イブとプロミュージシャンの
ライブを音楽スタジオ
Sound Inn より配信

音楽ライブ
関西支部のリアル宴会会場
からライブ配信。オンライン
＆リアルでどしどし見に来て
ください！飛び入りもOK！

バ ーチャル 空 間「oVice」を

13:15〜14:00

13:15〜14:45

河原先生の大橋ぶらり探訪①
・前回大好評企画再び！
大橋は今こげんなっとるばい
・おばちゃんにおこられる？
河原一彦（音 16）

14:00〜14:45

芸工サークルはじめて物語①
伝説の【空間音響研究会】
浜田純伸（音 13）
田邊左右礼（音 14）
平野砂峰旅（音 15）
板垣貴文（音 17）
船場（中村）
ひさお
（音 18）
八木田淳（音 20）

14

フォークソング部ライブ
・フォークソング部 OBによる
ギター 1 本でのソロ演奏！
初代から23 代までの
5 名の OB が時を超え
多様な芸工フォークの世界を
お届けします
迫健太郎（工 42）
中原雅考（音 22）
後藤慶太（音 21）
植田洋一（音 20）

13:15〜13:45

のこぎりとウクレレ

13:53〜14:00
フォークソング部 関西支部
鶴丸順英（画 22）

有座雅彦（環７）
酒見和平（環７）

15:30〜16:00

16

他

「コロナ禍における
プロレスLOVEによる
経済社会サバイバル論」
津田三朗（工作工房）
安達昌人（画 23）
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あれば誰でも参加 OK。
テーブルごとに集まったり、
各チャンネルの Youtube を

観 な がらワイワイしたり、
二人だけで会話したりもで
き ま す。もし、昔 お 世 話 に
なった人が隣のテーブルで
飲んでいたらちょっとだけ挨
拶しにいく、なんてこともで
きます。
是非お誘い合わせの上、
どし
どしご参加ください！

（ライブ演奏）

トーテムポールの部屋
・製作から４年、遂に完成！
！

16:15〜17:45
90 分一本勝負トークショー

・まったりと焚き火をしながら
皆さんのコメントを紹介し
ます。ただ、炎を眺めるだけ
の時間もありますが、
それも
また良し。
※ 天候により中止または、
早めの終了など
時間が変更になる場合が
あります。
村上浩治（工 28）

使って、飲み会会場を設置し

ます。芸工現役生、卒業生で

14:45〜15:30
キャンプス

15:00〜15:30

芸工アプリ活動紹介
安部謙太郎（音 38）

ゆるゆる焚き火 in 井尻寮
・相談・コメント大募集
・飛び入り歓迎！
！

中園克己（環 21）
大久保敏郎（画 25）
鈴木理雅（音 35）
殿木戸悟史（芸情 1）
吉田稔（音 25）

他

大橋ぶらり探訪②

16:00〜16:15

13:15〜17:45

（ライブ演奏）

14:45〜15:00

大橋ぶらり探訪③
・大橋の基準とは

飲み会 会 場

13:00〜17:45
オンライン飲み会
出入り自由で常時開放

＊研究院長＝芸工大時代の学長

現役生

start

2ch

芸工はどこに向かうのか
・開学以来の大きな改組に
ついて研究院長が解説
尾本章 研究院長（音 16）

15

13:00

1ch

13:00〜13:15

13

2/19（土）

文元重男（画 22）
鶴丸順英（画 22）
上田丈寛（画 22）
久世光一（音 23）

15:00〜16:45
Jazz 好きライブ

若杉浩一（工 13）
藤原（音 11）
大山（音 11）
大友（工 31）
他多数

15:45〜16:30

芸工サークルはじめて物語②
【フォークソング部】
植田洋一（音 20）
岡崎道成（音 20）
後藤慶太（音 21）
中原雅考（音 22）
鶴丸順英（画 22）
迫健太郎（工 42）
見上純一（音 46）

16:45〜17:30

芸工サークルはじめて物語③
【TRP
（Tape Report Play）】
上埜嘉雄（音 5）
高橋幸夫（音 6）
藤田厚生（音 7）
河野洋一（音 24）
佐藤慎也（音 38）
重冨千佳子（音 46）
見上純一（音 46）
村木亜未香（音 50）
武田理玖（音 50）
小副川豪太（音 51）

17:00〜17:45
OB プロミュージシャン

スペシャルライブ

ピアニスト：永見行崇（音 24）

ドラマー：宮川剛（画 24）

他調整中

17:45〜18:00
VR 火祭り・閉会の挨拶
・VR 大橋キャンパスが出現

・火祭り参加歓迎！

VR 大橋キャンパス

https://cluster.mu/w/559bc27c-1e82-484d-8921-925de427bd52

（要クラスターアプリインストール）

（要クラスターアプリインストール）
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全プログラム終了
※プログラムおよび出演者は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

