盆踊りDJ、巨大バルーンからのパラシュートまき、カッパ大運動会、オリジナル流しそうめん、移動式サウナ、
多彩なアーティストブースなどが混然一体となるオルタナティブ縁日！！

TRANS ARTS TOKYO 2017 アート縁日 参加者募集
募集締切 2017年9月30日 (金) 21:00必着

■ TRANS ARTS TOKYO 2017 開催概要

東京都心の都市空間を舞台に、地域と文化の未来を志向
するアートプロジェクトフェス「TRANS ARTS TOKY
O 2017」。今回も街に広がりコミュニティに根ざす
様々なプロジェクトを展開させます。
会期終盤の「アート縁日」では、かつて「五と十」のつ
く日に縁日を行っていた「五十通り」を約130mの区間
にわたって封鎖し、盆踊りDJ、流しそうめん、巨大バ
ルーンからのメッセージ付きパラシュートまき、カッパ
大運動会、移動式サウナ、アーティストによる屋台出店
や路上パフォーマンスなど様々な催しが開催されます。
この「アート縁日」では、アーティスト屋台の出店、および路上パフォーマーを募集します。あなたも是非、アー
ト縁日を盛り上げる一員としてTATに参加してみませんか？
TRANS ARTS TOKYO 2017 の詳細はウェブサイトをご覧ください。
開催日程 : 10月13日 (金) ~ 10月29日 (日)
http://www.kanda-tat.com/

アーティスト屋台部門 (2016)

路上パフォーマンス部門 (2016)

■ アート縁日 開催概要

■ 募集締切

日程 : 10月28日 (土) 14:00 ~ 20:00 [雨天決行、荒天中止]
会場 : 五十通り (千代田区神田錦町 / 小川町3丁目)
主宰 : TRANS ARTS TOKYO 2017実行委員会
※昨年入場数実績 : アート縁日 13,106名

2017年9月30日 (金) 21:00必着
※受付はメールのみ。応募状況により募集締切よりも前に応
募を締め切らせていただく場合があります

※同時開催 : 五十一八クリエイティブプロジェクト (ビル展
示・店舗展示)

■ 募集要項
□ 募集ジャンル
1. アーティスト屋台 部門
募集内容 : アーティスト屋台 部門 : ブース内でのアート作品、植物、本、洋服など、作品やコレクションの展示・販売、ワー
クショップの開催など。
募集枠数 : 約20組
出店料 : 3,000円 (備品貸出料 (希望者のみ) ：テント 7,000円 / 机1,500円 / 椅子 500円)
※ブースサイズ : W1.8 (正面) × D2.4m [予定] (テント貸出希望の場合、W3.6 (正面) × D2.4m [予定] のテント1張の半分を1ブー
スとして使用いただきます)
※机サイズ : W1.8 × D0.45m [予定]
※電源、ブース用夜間照明なし
※発電機、ランタン (灯油やガスなどを使用するタイプのもの) をお持ち込みになる場合、消火器をお持ちください
2. 路上パフォーマンス 部門
募集内容 : アート縁日会場 (道路封鎖エリア内) の指定位置で、ライブ (楽器演奏可) 、ダンス、大道芸などの路上パフォーマン
スの実施。
募集枠数 : 約20組
参加料 : 2,000円
※電源、荷物置き場なし。夜間照明あり

■ 注意事項
<応募に関して>
・飲食物の販売は保健所のガイドラインに沿ったもののみが可能となります
・開催趣旨に不適当と事務局が判断した商品販売はできません
・貸出備品以外に必要な備品は各自でご用意ください
・出店ブース位置は事務局にて決定します
・公序良俗に反するものは出店できません
<搬入出について>
・搬入・撤収は開催時間の前後1時間程度。当日、ご自身で搬入出を行ってください
・会場内に駐車場はありません。車搬入の場合は、近隣のコインパーキング等をご利用ください
・イベント当日以外の搬入出はできません
・事務局での荷物の受け取りは行っておりません
・車での搬入出はスタッフの指示に従ってください
<設備>
・会場内には、トイレ、喫煙所、水場はありませんのでご了承ください
<その他>
・絵具やスプレーなどを使用する場合は、道路や備品を養生するなど、汚れないようにしてください
・当日発生する事故、事件に関しては、自己の責任とし、主催者は一切責任を負いません

・ゴミはすべてお持ち帰りください
・事務局による記録、メディアへの情報提供のためにイベント時の様子を撮影、取材をする場合があります
・火気厳禁
・SNSでの拡散にご協力お願いします

■ 応募方法
以下の項目をメールにてお送りください (2017年9月30日 (金) 21:00必着)
宛先 : info@commandn.net
メールタイトル「アート縁日 : 参加応募」
1) 屋号 (告知に掲載する店名のこと。本名や作家名でも可)
2) 氏名 ふりがな (代表者名)
3) 携帯電話番号
4) 必ず連絡がとれるメールアドレス ※携帯メール不可
5) 参加カテゴリ (アーティスト屋台部門/路上パフォーマンス部門)
※アーティスト屋台部門の場合、希望貸出備品の個数を明記 (希望者のみ)
6) 出店・参加プラン (A4用紙1枚程度。出展する実物、もしくは実物に近い写真。あるいはイメージ図など、できるだけ詳し
く)
7) 出店・参加企画の告知用の画像と説明文 (画像は600ピクセル×600ピクセル程度/jpeg。説明文は60字程度)
8) 出店・参加者プロフィール (活動歴およびウェブサイトなど)
9) 搬入方法 (手持ち/車)
10) お題「新しい縁日」プラン提出 : TRANS ARTS TOKYOは、アート縁日の実施会場である五十通りおよびそれに連なる一八
通りを拠点とし、様々な人と人、文化と文化、歴史と歴史が混ざり合うアートプロジェクトを展開しています。そこで、今後
のTRANS ARTS TOKYOの展開として実行しうる、あなたが考える「新しい縁日」のプランを提出してください。例えば、金
魚すくいならぬ○○すくい、見たことのない神輿や祭りやぐらの装飾案など、自由な発想をお待ちしています。 (A4用紙1枚程
度。イメージ図など、できるだけ詳しく。アート縁日当日、出店・参加者の回答を特設ブースにて掲示させていただきます)
※項目6と重複する場合、お題の提出は必要ありません

■ 応募から開催当日までの流れ
1. 応募メール受領 ※事務局からの受信連絡メールは致しません
2. 審査後、出店・参加決定の方々へメールにてご連絡します [ 10月2日 (月) ~ 10月9日 (月) ]
3. 開催の約1週間前までにメールにて当日の詳細資料をお送りします [ 10月16日 (月) ~ 10月22日 (日) ]
4. 天候により開催の有無が判断しにくい場合は、開催前日10月27日 (金) 中にメールでご連絡します

■ 参加当日の流れ
12:30 ~ 13:30 参加受付 (出店・参加料支払) / 参加者搬入・準備
14:00 開場
14:00 ~ 15:00 巨大バルーンからのパラシュートまき

15:00 ~ 16:00 流しそうめん
16:00 ~ 17:00 カッパ大運動会 (徒競走、つな引き、騎馬戦)
16:00 ~ 20:00 盆踊りDJ
17:00 ~ 18:00 巨大バルーンからのパラシュートまき
20:00 ~ 21:00 終了・搬出
21:00 撤収完了
※時間は多少変更する可能性があります
※催し開催時にパフォーマンスの移動をお願いする場合があります

■ お問合せ先
コマンドN／アート縁日担当 : 西田
Tel : 03-3518-9101
Mail : info@commandn.net

