PRESS RELEASE
関係者各位

2013 年 9 月吉日

展示・パフォーマンス・マーケット・映像・音の5部門で開催！

「3331 千代田芸術祭 2013」のお知らせ

3331 Arts Chiyodaでは、2010年よりあらゆる表現が集う参加型のアート・フェスティバル「千代田芸術祭」
を実施しています。過去3回の参加作家は総勢1,000組を超え、アーティストやクリエーターなど多くの人々を
巻き込み、様々なコミュニケーションを生み出してきました。
4回目となる今年は、アート作品による
「展示部門」、身体表現による
「パフォーマンス部門」、アートグッズな
どを販売する
「マーケット部門」に加え、
「 映像部門」
と
「音部門」を新設。総勢約300組のアーティストやクリ
エイターが参加します。豪華ゲスト審査員による展示部門の公開講評会（10/5・10/6）
や屋上マーケット
（
10/12・10/13）、音部門のライブ（10/20）
など、あらゆるジャンルの表現が渦巻く22日間です！
さらに、今年は3331館内で活動するギャラリーやオフィスも参加。アナログカメラを取扱う
「Lomography+」
による写真展や佐藤直樹氏によるクリエイティブスタジオ「ASYL」、伊藤ガビン氏率いる
「ボストーク」による
作品展などを館内各所で展示し、地下1階から屋上まで、3331全体が芸術祭ムードに包まれます。
若手アーティストを発掘したり、つくり手との会話を楽しんだり。アーティストや作品との刺激的な出会いが
生まれる
「3331 千代田芸術祭 2013」に、ぜひご来場ください。
□タイトル：3331 千代田芸術祭 2013

□会

期：2013年9月29日（日）〜10月20日（日）12:00-19:00

□休場日：毎週火曜日
□会 場：3331 Arts Chiyoda

＊最終日10月20日（日）は17:00まで

メインギャラリー、コミュニティスペース、屋上、ほか

□入場料：無料
□主催：3331 Arts Chiyoda
□特設サイト：http://fes.3331.jp/

□後援：千代田区

[ 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
TEL: 03-6803-2441 FAX: 03-6803-2442
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14
E-MAIL: pr@3331.jp ＜担当 : 稲葉（旧姓・高橋）＞ URL: http://www.3331.jp
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■各部門について
9月29日（日）18:30よりオープニングパーティーを行います。

各部門の参加アーティスト・クリエイター約200人が集いますので、
この機会にぜひご取材ください。

【展示部門】 3331 アンデパンダン
9月29日
（日）〜10月20日
（日）12:00-19:00 @ メインギャラリー
過去三度に渡り開催されてきた「3331 アンデパンダン」。今年も約180組がペイン
ティングやインスタレーション、写真などさまざまな作品を出展します。
一番の盛り上がりをみせるのが、アート界を牽引するゲストを招いた公開講評会
（10/5・10/6）。作家・講評会ゲスト・来場者が繰り広げる熱い対話は必聴です！
□3331 アンデパンダン

ゲスト審査員

10月５日
（土）講評会▶遠藤水城（インディペンデント・キュレーター）▶小沢剛（美術
家）▶小池一子（佐賀町アーカイブ代表）▶松本綾子（nap gallery director）
10月6日
（日）講評会▶伊藤悠（island JAPAN株式会社 代表）▶豊嶋康子（美術家）
▶ナカムラクニオ
（6次元店主／映像ディレクター）▶和多利浩一（ワタリウム美術館
CEO／キュレイター）

【パフォーマンス部門】 おどりのば
9月29日（日）13:00-18:00 @ コミュニティスペース
コンテンポラリーダンス、バレエ、パフォーマンス、伝統芸能、舞踏など自由な身体
表現が集うおどりのば。上演後に行われるゲスト審査員による寸評で飛び出す辛
口コメントも合わせて楽しめます。審査員により選ばれた演者には3331を稽古場
や公演会場として無料で利用できるスカラシップもある白熱のステージ！
□おどりのば ゲスト審査員
KENTARO!!（ダンサー・振付家／東京ELECTROCK STAIRS主宰）、桜井圭介（音楽家／ダンス批評家）

【マーケット部門】 三三三市
10月12日（土）&10月13日（日）11:00-18:00 @ 屋上
朝礼台もバスケットコートもそのままのかつては校庭だった屋上で、作り手の顔が
見える市をオープン。秋風が気持ちいい空中マーケットでは、ユニークなアートグッ
ズや手作り雑貨、アクセサリーや食材にこだわったジャムやケーキなど約80のブー
スが出店。会話を楽しみながら、お気に入りを見つけてください！
屋上に２日間だ
け出現する、作
り手の愛情と
こだわりが詰ま
ったマーケット
あなたの宝物が
。
ここで見つかる
かも！？
[ 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
E-MAIL: pr@3331.jp

FAX: 03-6803-2442

＜担当 : 稲葉（旧姓・高橋）＞ URL: http://www.3331.jp
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■各部門について

【映像部門】 3331 シアター
10月12日（土）〜10月20（ 日）12:00-19:00 @ 1階104
CG、アニメ、
ドキュメンタリー、ショートフィルムなどジャンルを問わず映像を通して
表現の可能性を追及する約20作品が集結！特設会場の大画面スクリーンで２週
間に渡り上映され、会期中にはゲスト審査員による公開講評会も。発表するだけ
でなく、オーディエンスの反応や専門家によるフィードバックがダイレクトに得られ
るのも魅力のひとつ。
□3331シアター ゲスト審査員 ＊公開講評会は10月13日（日）13:00-17:00
伊藤俊治（美術史家）、岡本美津子（プロデューサー）

【音部門】 LIFE LIKE LIVE
10月20日（日）13:00-19:00 @ コミュニティスペース
芸術祭最終日に弾ける音部門。ロックバンドやエレクトロニカ、和太鼓からサウンド
パフォーマンス、あらゆる楽器を用いる14人編成グループまで、
まさにフリースタイ
ルの実験ライブ！ライブゲストには中学生の切ない気持ちを歌う
「たんきゅん」
と、
歌う審判「さいた☆まんぞう」を迎え想像を超えるステージに！
□LIFE LIKE LIVE
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ゲスト審査員

岸野雄一（スタディスト）、桜井順（作曲家／作詞家）

たんきゅん

さいた☆まんぞう

女子中学生の切ない気持ちを歌うガ
ールズポップデュオとして2012年に
結成。みやまゆとチャンユメのツイン
ボーカル&トークで表現される思春
期JCワールドが話題に。“みちくさ系”
と自称するゆるい世界観は要注目。

ジャズ×審判の世界初コラボレー
ションなど独自の道を切り開く、
1948年生まれのパフォーマー。80
年代には、埼玉県をモチーフにし
たコミックソング「なぜか埼玉」で
一躍有名に。

■会期中の館内の展示・イベント
全館
にも作 品 が！
廊 下 やホール

絶 賛 展 示 中！

3331で働く・活動するスタジオやスペースが、
部屋を飛び出してクリエティブな活動の一部をご紹介します！

▶ボストーク -- 伊藤ガビン氏をはじめとし、プログラマ、デザイナーなどによって
構成。
これまでに手掛けたCDジャケットやポスターなどを展示予定。
▶ASYL -- 佐藤直樹氏率いるクリエイティブスタジオ。
これまでにディレクション
を手掛けたプロジェクトやポスターなどを展示予定。
▶Lomography+ --「ロモ」で親しまれるアナログカメラの日本唯一の直営店。
写真文化の発信基地としても活動。ロモで撮影した写真が壁面を埋め尽くす！
▶スイッチサイエンス -- 電子工作を楽しむオープンスペース「はんだづけカフェ」
を３階で運営。モジュールの回路図や紹介パネルなどを展示予定。
▶ふれあいサロン・ドレミの丘 -- ものづくりや会話を通じた地域のお年寄りが集
う交流サロン。今回はいらなくなったチラシを用いてつくった作品を展示。

催 中！
リーで 展 示 開
ラ
ャ
ギ
の
上
10以
会期中は、
アキバタマビ21、MORI YU GALLERY、
Maki Fine Arts、イムラアートギャラリー東京、
A/A gallery、Bambinart Gallery、Gallery Jin
Projectsなど地下１階から３階まで各ギャラリー
で多彩な展示を開催中！

ラリーも！
3 3 3 1 スタンプ
館内のギャラリーやショップを巡って、
おでんや電球な
ど秋葉原ゆかりのスタンプを集めるスタンプラリー！
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