風と土のふれあい芸術祭 in 伊賀 2018
募集要項
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お問合せ・お申込先
風と土のふれあい芸術祭in伊賀 実行委員会 事務局
〒518-0205
三重県伊賀市伊勢路字青山1381番地の77
（特定非営利活動法人Arts Planet Plan from IGA事務局内）

Tel

（186-）0595-53-1077（非通知不可）

Eメール contact@appfi.org
WEB
http://www.appfi.org/
<全般及びかたち展に関するお問合せ>
森田耕太郎
<アートフェアに関するお問合せ>
澤田之伸 090-8956-5469
（四季の森「やもち」ゆめ倶楽部）

ボランティアの募集
本事業全体のボランティアを募集します。奮ってご応募願
います。
-活動内容例宿泊先の提供 制作会場清掃 制作補助
展覧会場設営・撤去 会場受付 交通整理
調理 広報デザイン その他の運営補助
詳細については、事務局まで、お問い合せください。
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2018年10月20日（土）～28日（日） 10:00～17:00

（初初日：15:00から）
（最終日：15:00まで）

2018年08月18日（土）～10月20日（土）

ア 2018年10月27日（土）10:00～15:00

開催概要
「風と土のふれあい芸術祭in伊賀」とは、広域から訪れる人々（風）と伊賀の地元の人々（土）とが、芸術を核に様々な交流を通
じて、交換・好感・交歓を重ね深めあい、この地域に新たな息吹（風土）を巻き起こそうと命名しました。「ものづくり・まちづくり・ひと
づくり」をテーマに、創造的な芸術活動を自ら楽しみ、鑑賞することにより、文化を大切にする心情を育み、芸術を生かした地域
づくりや芸術文化の担い手を育てることを目指します。この目標のもと、各地からの作家と地元の方々などによる「かたち展」、

お申込方法
募集期間：5月1日（火）～6月30日（土）
6月30日（土）までに、ＷＥＢ申込フォームにてお申込みいた
だくか、別紙申込票に必要事項をご記入の上、実行委員会事務
局宛に送付してください。（ジュニア部門は団体責任者が一括
して申込をしてください）
※期日までに未着の際は、印刷物に名称等は記載されません。
予め、ご了解願います。
※応募時の個人情報は風と土のふれあい芸術祭ｉｎ伊賀の運営
に関して使用する以外には、本人の許可なしに利用すること
や第三者に提供することはありません。

様々なフリーマーケット、ワークショップや音楽コンサート等を行う「アートフェア」の2つの行事を実施します。
また、2013年度まで独立した事業として運営してきました「アーティスト イン レジデンス」は「かたち展」に含め、展覧会と連動して
います。また、2015年度より「かたち展」に、新たに「ジュニア部門」を設けています。幼稚園・保育園児から中学生までの方々の
積極的な参加を歓迎します。
本年度も中山間部の旧小学校を主要な舞台とし、近隣のサテライト会場も含めて、「風と土のふれあい芸術祭in伊賀2018」
を開催します。
多種多様な皆様方の積極的なご参加をお待ちしています。

5月1日（火）～6月30日（土）の間に、ＷＥＢ申込フォーム又は申込票の郵送にてお申込ください。

風と土のふれあい芸術祭ｉｎ伊賀2018 募集要項

（ジュニア部門は、団体責任者が一括して申込をしてください）※詳細は裏面参照

会場：伊賀市矢持地区市民センター及び近隣のサテライト会場
伊賀市矢持地区市民センター（旧矢持小学校）

かたち展

出品料
一般：3,000円＊
高校生：1,000円

かたち展

原則一人でも持ち運びできる程度の重量まで。
平面・立体とも、この規模を超える可能性があ
る場合や出品点数が多数の場合は担当者ま
でご相談ください。

徴収日
08月19日（日）
10月20日（土）
10月27日（土）

野外展示等の際は、作品の安全対策を万全
に行ってください。
（事故等の際は、作家に責任が及ぶことがあ
ありますので、ご注意ください）
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幼小学生・中学生：200円
幼稚園・保育園児：100円

平面作品：四つ切画用紙大まで。

◆新・旧作、出品点数は問いませんが、三重県内で過去に発表
◆されていない作品の出品を希望します。
◆作品の販売も可能ですが、会期中は展示のみとし、事務局は
◆作家と購買希望者の連絡窓口としての業務を行います。
◆（販売可否の意思のみ、申込時に伺います）
◆特集作家コーナー（ミニ個展）、旧小学校や近隣のサテライト
◆会場の立地を活かしたインスタレーション、造形ワークショップ等
◆の特別企画も歓迎します。

販売協賛金（一般部門）

立体作品：45cm（H）×45cm（W）×45cm（D）

団体責任者が一括納入

以内に収まる大きさ。

する場合は、事務局まで事前にご相談ください。

◆各自のポートフォリオ（お持ちの方）。
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10月27日（土） 15:00～17:00

伊賀市矢持地区市民センター

10月20日（土）

14:00～16:00

11:00～12:00（搬入・受付）

場所 伊賀市矢持地区市民センター

12:00〜15:00（展示）

制作場所・作品設置場所等の下見会を開催
します。 応募・出品を検討されてる方は極力
ご参加くさだい。
参加を希望される方は、実行委員会事務局
まで電話またはメールにて事前にご連絡くだ
さい。

搬入時に受付、出品料を納入願います。

出品者及び関係者による気軽なギャラリートークを
公開で実施します。

クロージングパーティ＆交流会

近隣の方は、極力、直接搬入でお願いします。

10月27日（土） 18:00～21:00

※ジュニア部門は直接搬入のみです。

伊賀市矢持地区市民センター・体育館
かたち展のクロージング―パーティとアートフェアの交流
会を合同で実施します。
出品者、出展（出店）者、実行委員会構成団体関係者

搬出・片付け
10月28日（日）15:00～16:00

による交流会を兼ねて実施しますので、お知り合いの方
もお誘いの上、是非、ご参加ください。

参加者（出品・出展・出店者）及び
ボランティア対象の説明会

搬出後、会場片付けもご協力願います。
事後搬出は宅配便（受取人着払い）にて搬出。

◆完成作品を「かたち展」に出品して頂きます。※できる限り次年度以降の出品もお願いします。

その他の日程
ギャラリートーク

直接搬入・展示

出品者説明会

◆特別な展示台等が必要な方は、ご自分でご用意ください。
◆（ジュニア部門も同様）

搬入・搬出

日時 5月20日（日） or 5月26日（土）

◆います。

◆開催主旨を理解し、地域住民との交流を行いながら公開制作できる方。

アーティスト

アーティスト イン レジデンス参加希望者
及び出品希望者の下見会

準備物

応募条件等

アーティスト

会場等下見会

◆作品代金の20％以上の協賛金を実行委員会事務局にお納め願

共同作品など、この規格以外の作品出品を希望

2018年8月18日（土）～10月20日（土）

2018年10月20日（土）～28日（日）
10:00～17:00（初日：15:00〜、最終日：〜15:00）

作品種別等
◆絵画（日本画、油画、水彩画、版画など）、彫刻・立体造形
◆インスタレーション、書、ガラス造形、陶芸、木竹工芸、染・織、
◆金属工芸、皮革工芸、ジュエリー、建築図面、建築模型、
◆デザイン作品各種（ポスターなど）、絵本、イラストレーション、
◆写真、映像、その他。

◆販売可能な方で商談成立があった際、買い上げ作品について、

※これ以下の場合も四つ切画用紙に貼付してください。

※中学生以下の出品料は、段
※徴収日は一般部門と同日

三重県伊賀市腰山354番地

作品規模
平面作品：100号程度まで。
立体作品：１㎥ 程度までの大きさ。

＊出品料にはクロージングパーティ
＊分担金1名分が含まれています。
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〒518-0214

日程：アーティストインレジデンス

日時：かたち展展

日時 8月19日（日）

パーティ・交流会後の宿泊先が必要な方は、事前にお
問合せください。

※ジュニア部門は直接搬出のみです。

14：00～16:30

場所 伊賀市矢持地区市民センター

地域のお祭り情報

宅配便による搬入

◆公開制作期間中のうち、土日を含む半分以上の期間の滞在と公開をお願いします。

10月20日（土） 18:00～21:00

◆開催地域の素材・文化・歴史・自然環境などを制作のモチーフとしてご活用頂ける方。

当日、ポスター、ＤＭ等もお渡し致します。極

10月15日（月）〜10月19日（金）

レジデンス参加作家

◆制作施設の使用規定を遵守し、施設管理者や近隣住民にご迷惑を掛けることがない方。

力、ご参加願います。なお、近畿、東海圏以外

9:00～16:00

からは、出品料を徴

◆作家選定：実行委員会で審査の上、参加者を決定します。7月中旬に、応募者あてに採否のご連絡を致します。

の遠隔地からの参加希望の方で、当日ご出席

時間帯指定をお願いします。作品が壊れない

◆制作費等：原則として、すべて作家負担とします。

頂けない場合は、諸項目の決定等は事務局

よう梱包は万全を期してください。

われます。

収しません。

◆補助金等：関連団体等に助成申請し、採択された場合は助成します。

一任となりますが、ご了解願います。

（費用・保険は出品者の個人負担でお願いします）

神社境内ではおでんやたこ焼きなどが振舞われます。
展示終了後、ご参加ください。
※奉納花火は強い風など荒天の場合は中止になる
場合があります。

◆そ の 他：自家用車等、自力で移動できる手段をお持ちの方。（最寄りの駅から制作場所までの公共交通がありません）
◆作家宿泊地：伊賀市内（旧青山地域を中心に宿泊先提供者を公募します。ご提供頂けるご家庭等に宿泊していただきます。）

の時間内に到着するよう

〒518-0214

ジュニア部門は団体責任者がご出席ください。

三重県伊賀市腰山354番地

霧生鹿嶋神社及び霧生ふれあい公園
鹿嶋神社の秋祭り宵宮祭で花火を奉納します。奉納
花火終了後は神社境内で獅子神楽の奉納なども行

矢持地区市民センター 宛

フリーマーケットや音楽コンサートなど様々な形態での参加をお待ちしています。
工芸作品や地元の農産品・加工品、食品等の販売や、楽器演奏やライブペインティング、舞踏、パフォーマンス等の身体表現など
木竹工芸、陶芸、染織、皮革工芸、イラストレーション、絵本、版画、ポストカード、オブジェや手作り小物・手芸品・雑貨等の美術

会場：伊賀市矢持地区市民センター等
ア ー ト
フ ェ ア

日時：2018年10月27日(土)10:00～15:00

多種多様な形態での参加を歓迎します。

搬入・設営

徴収日

◆ブース使用：概ね2m×2mを1区画とし、1区画単位での申し込みを原則とします。

8月19日(日)、10月20日（土）、10月27日(土）

（かたち展にも出品する場合）
収入を伴わない内容
（かたち展にも出品する場合）

3,000円
(1,000円)*
2,000円

場所：伊賀市矢持地区市民センター

◆ステージ使用：1ステージを30分とします。
◆簡単な音響設備はあります。詳しくは事務局までお問合せください。

◆内容等については、公益性のある行事であることを前提に検討願います。
◆（委託は受け付けできません）
◆店舗の衛生面、安全面や販売及び売上金等の管理などは、一切ご自身の責任

その他の日程
クロージングパーティ＆交流会
日時：10月27日（土）18:00～21:00
※詳細はかたち展のその他の日程の欄参照

◆でお願いします。
※かたち展にも出品される方は割引されます。上記金額はアートフェアの参加費です。
※参加費にはクロージングパーティ＆交流会分担金1名分が含まれています。

10月27日（土）08:00～10:00 搬入・設営

◆食品販売等で保健所等への届けが必要な際も、ご自身でお願いします。
◆出展（出店）等で発生したゴミ類は、すべてお持ち帰り願います。

◆必ず、参加者自身でブース設営をお願いします。

（会場の養生や復元は出展者が責任をもって行ってください）
※詳細はかたち展の出品者説明会の欄参照

応募条件

◆販売等については、必ず本人等が開催時間中、常駐できる方に限ります。

(500円)*

日時：8月19日（日）14:00～16:30

◆複数枠のご利用を希望される場合は、申込後、相談させていただきます。
◆複数枠をご利用の際の参加料は、比例加算されますが、割引を適用します。

販売・参加費徴収等の収入を伴う内容

搬入・設営・搬出

出展者説明会

参加概要等

参加費

地域のお祭り情報
※詳細はかたち展のその他の日程の欄参照

◆必要な機材は各自でご持参ください。
◆屋内での火気はご遠慮ください。電気ポット等はこの限りではありません。

撤去・搬出

10月27日（土）15:00～16:00 撤去・搬出
◆必ず、参加者自身でお願いします。
◆会場清掃、復元まで責任を持ってお願いします。

