
3331 千代田芸術祭 2014
参加者募集のお知らせ

3331 Arts Chiyoda を舞台にした参加型芸術祭！
絵画から、ダンス、ロック、工芸、マルシェ、アニメーションに、ハッカソンまで、

トランスジャンルの表現を募集します！

[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6丁目 11-14　　TEL: 03-6803-2441 　FAX: 03-6803-2442
E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 玉置）　URL: http://www.3331.jp
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□催  事 名：3331 千代田芸術祭 2014
□会　　期：2014 年 8 月 23 日（土）～ 9月 7日（日）12:00-19:00　※最終日 9月 7日（日）は 17:00 まで
□休  場 日：会期中無休　　　　　　□会　場：アーツ千代田 3331　　　　□主　催：アーツ千代田 3331
　

■開催概要

この度、アーツ千代田 3331 では、2014 年 8 月 23 日（土）より「3331 千代田芸術祭 2014」を開催する運
びとなりました。開催に先立ち、2014 年 6 月 20 日（金）～8月 1日（金）（予定）の期間で全 6部門の参
加者を募集致します。

　千代田芸術祭とは、2010 年からアーツ千代田 3331 を舞
台に毎秋開催している参加型芸術祭です。美術展や、音楽、
映像、身体表現の発表、アートマーケットを実施してき
ました。過去 4 回の参加者は総勢 1300 組を超え、表現の
ジャンルや世代を横断し、アーティストやクリエイター、
アートファン、地域住民を巻き込みさまざまなコミュニ
ケーションを生み出してきました。
　5 回目となる本年は、新部門が一つ加わり、6 部門で開
催します。また、各部門ごとに、第一線で活躍するアーティ
ストや批評家がアドバイザーとして企画段階から関わる
ことも本年の特徴です。開催期間中は各部門でゲスト審
査員による講評会が実施され、選出された参加者にはス
カラシップ制度として、アーツ千代田 3331 が開催後も新
たな表現活動を後押しする支援を行います。過去の参加
者には、岡本太郎賞を受賞したキュンチョメや、様々な
本の装画を担当する伊藤大朗など、現在注目のアーティ
ストが名を連ねています。
　あらゆる可能性を秘めた表現の受け皿となり、自由な創
造性が集う場を目指し、今年も多くの参加者を募ります。

  2014 年 6 月吉日
関係者各位

PRESS RELEASE

特設サイト：http://fes.3331.jp（６月 20 日公開予定）　　　

□募集期間：2014 年 6 月 20 日（金）～ 8月 1日（金）（予定）　※千代田区民は先着 50 組まで参加費無料
□部　　門：「3331 アンデパンダン」　「千代田ビアフェスティバル×三三三市」　「おどりのば」
　　　　　　「LIFE LIKE LIVE」　「10 min motion」　「3331α Art Hack Day 2014」
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□3331 アンデパンダン
企画アドバイザー：福住 廉 / 美術評論家
会　期：8月 23 日（土）～ 9月 7日（日）

＜部門説明＞

絵画から彫刻、映像、インスタレーションなど、
多彩な表現を募集する部門です。エントリーし
た人なら無審査でだれでも出品できる「アンデ
パンダン」方式の展覧会のため、腕試しから腕
自慢まで、幅広い方々の応募をお待ちしています。

□千代田ビアフェスティバル×三三三市
企画アドバイザー：
倉持倫之 /オーガニックライフTOKYO実行委員長、  
　             株式会社アンダーザライト代表取締役
冨山 普 / 東京朝市・アースデイマーケット 事務局長
          　特定非営利活動法人アースデイマネー・アソシエーション 理事
会　期：8月 29 日（金）8月 30 日（土）31 日（日）

＜部門説明＞

こだわりのクラフトビアやフード、ユニークなアートグッズ、
職人の手仕事が光る器、セレクトした古本や古着などを販売す
る出店者を募集します。ワークショップ出店も可能です。 

□おどりのば
企画アドバイザー：
伊藤千枝／振付家、演出家、ダンサー、
　　　　　珍しいキノコ舞踊団主宰
会　期：9月 6日（土）

＜部門説明＞
コンテンポラリーダンス、バレエ、演劇、
パフォーマンス、伝統芸能、舞踏など、ジャ
ンルや個人・団体を問わず身体表現を発表
する部門です。

■部門紹介

ゲスト 8名による講評会を実施

屋上での三三三市

オープンなスペースに設けられるステージ
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□LIFE LIKE LIVE
企画アドバイザー：岸野雄一／スタディスト
会　期：9月 7日（日）

＜部門説明＞

本格ロックバンドから、コーラスグループ、即興
で作られるサウンドパフォーマンスにノイズ
ミュージックまで、ジャンルを問わず「音をつかっ
た表現」を募集します。ライブ審査当日は、一般
公募による参加者に加え、豪華ライブゲストも登
場し、見応えのあるステージに。

□10 min motion
企画アドバイザー：
川村真司／Creative Director、Founder
会　期：8月 23 日 ( 土 ) ～ 9 月 7 日 ( 日 )

＜部門説明＞

10 分以内に編集された映像作品を、ジャンル
を問わず募集する部門です。事前審査によっ
て選ばれた 20 組の作品が上映され、ゲストに
よる公開講評が行われます。

□3331α Art Hack Day 2014
企画アドバイザー：
青木竜太／ VOLOCITEE Inc. 創業者兼 CEO、　　　
　　　　　TEDxKids@Chiyoda 設立者兼キュレーター
会　期：8月 23 日 ( 土 )、9 月 6 日 ( 土 )、7 日 ( 日 )

＜部門説明＞
アイデアを実現したいアーティストや起業家、ノウハ
ウはあるけれど新鮮なアイデアが欲しいエンジニアや
プログラマーを募集。3 日間集中的にアイデアを形に
する開発イベント"ハッカソン”（hackthon）を行います。

■部門紹介

イメージ

ピアノの弾き語りを披露する参加者

３３３１ギャラリーに作られる特設シアター

全部門募集期間：2014 年 6月 20 日（金）～ 8月 1日（金）　※予定　発表歴、年齢問わず幅広く募集します！

NEW!


