企画書

陶ISM2014

-Field of free 若手陶芸家交流展開催日：2014年3月23日
（日）
・24日
（月）
会場：益子町 益子陶芸倶楽部・古民家古木
主催：陶ISM実行委員会

今年で４回目となる「陶 ISM2014」を開催します。
陶 ISM は若手作家が集い、繫がる役割を担う “場” です。
それぞれ歩んできた道は違えども、同世代の作家の作品に触れる事で刺激を受け、
交流する事で新たな方向性見出す “場” になればと思います。
皆さまの参加をお待ちしております。
陶 ISM 実行委員長

主旨

寺村光輔

陶ＩＳＭは若手陶芸家達が互いに力作を持ちより、展示し、刺激を受け合い、作品のみならず仲間と出会い、交流を深め、
その先に派生する企画展、
グループ展を生み出す。
そんな陶芸の可能性を広げる”場”にしたいと思っています。
陶ＩＳＭ参加者は、
「お客様」
ではありません。陶ＩＳＭという”場”をつくるスタッフであり、共にイベント成功を目指す仲間です。
第4回目、2014年のテーマは “Junction” です。
作家自ら作品をプレゼンテーションすることにより、個々の仕事の方向性を見つめ、構築し、次のステージへと進むための分岐点.。
作家、企業、
オーディエンス、互いにそれぞれの立場を理解し、繫がる機会にして頂ければ幸いです。
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作家へ
作家は本展を通し様々な人と出会うでしょう。
同じ作家同士交流を深め、
自分の作品を見つめ直す機会になります。
ギャラリー・ショップの方々と出会い、売り込み、新しい仕事に繋がることもあるでしょう。
一般来場者からは、見る側・使う側の視点を示してくれるはずです。
自分のこれからのための、意味のある場になるはずです。

ギャラリー・ショップ・メディア関係者へ
本展の参加者は、
これからの陶芸の活動に意欲的な方ばかりです。
ここでは必ず新しい作家との出会いがあります。
直接作者と話し、作品の背景、作家の考えにふれ、意見をかわし、次の仕事、展示を
創り上げていただければと思います。

一般来場者へ
本展のように全国の作家が、一同に展示・販売をする機会はそう多くないでしょう。
しかも今売り出し中の若手作家。一般のお客様にとっても初めて見るような作品に
出会えるはずです。ぜひご来場いただき、実際手に取って作家と話してみてください。
自分の新しいお気に入りが見つかるはずです。

会場

会期

イベント内容

益子陶芸倶楽部・古民家古木
〒321-4217栃木県芳賀郡益子町益子3288-6
Tel：0285-72-3866 Fax：0285-72-4178
http://mashiko-tougei-club.jp/
2014年3月23日
（日）、24日
（月）
時間 23日12:00〜17:00（交流会19:00〜※予定） 24日10:00〜15:00
●参加作家による作品展示
23日
（日）12:00〜17:00 24日
（月）10:00〜15:00
与えられたスペース
（一人90 90cm）
を使った作品展示・パフォーマンス。
作品に関してのテーマなどは自由。展示に必要な什器などは自分で用意する。
作品の販売有り※作品売買のやり取りは各作家がすること。
●協賛企業による企画プレゼンテーション、店舗紹介
23日
（日）12:00〜17:00 24日
（月）10:00〜15:00
展覧会、
イベント等、協賛企業が今後陶ISM作家と行いたいと考えている企画を
パネル形式で発表するブースを設置。
また、来場者に向けての企業アピールの場とする。
●コンペディション企画
開催日１日目に、参加作家、協賛企業、来場者の投票によるコンペディションを行う。
※詳細は後日公開致します。
●陶ISMカフェテリア
23日
（日）11:30~16:30 24日
（月）10:00~15:00
益子と繫がりが深い飲食店の出張出店ブース。参加作家の器でメニューを提供する。
●その他のミニイベント
（例）参加者間でのディスカッション・お茶会・日本酒イベントなど。
現在企画中。
（決まり次第サイト内にアップします）
●交流会
23日19:０0より古民家古木にて参加関係者での交流会を行う予定です。

参加条件

作家（参加人数70人を予定）
●作陶をする若手作家。
●国内外は問わず、
プロ・又はプロを目指す学生、
または製陶業に従事する者。
●原則搬入・搬出・展示を自分の責任で行うか、友人・知人に委託・信任できることが条件。
ギャラリー・ショップ・メディア
●陶磁器作品を扱う、
または興味をお持ちのギャラリー、
ショップを経営されている方
●陶芸業界、
または若手作家に興味があり、
それを支援・応援したいと思うメディアの方
期間中の二日間は会場には出来うる限り来て、交流できること。

作品売買について

●基本的に作品は販売が前提（非売も可）
●売れた作品の売り上げは全額作家のものとする。
●一品物に関しては売れた場合会期終了後発送とし、発送等のやり取りは作家と
お客様との間で話し合いの上、行うものとする。

広報手段

●各種メディアへの取材依頼、益子内外の各要所への資料配布。
●DM・リーフレットの作成・配布。
●
【WebSite陶ISM】
での告知・随時最新情報更新。
●Twitter/Facebook等SNSでの情報拡散。
●参加作家・協賛店がそれぞれの顧客・取引先へ呼びかけ。

予算

作家：一人￥8,000（参加作家・出展料＋交流会費） 古木への宿泊は別途＋￥1,000 計￥9,000
ギャラリー・ショップ・メディア：交流会のみ 一人￥2,500 交流会＋古木への宿泊 一人￥6,000
協賛金 一口￥2,000（参加業者・任意）
参加費

とし、参加費・協賛金で運営する。

陶ISM 2014

-Field of free 若手陶芸家交流展-

応募方法（作家）

●特設サイト内からダウンロード、
もしくは、陶ISM2014事務局に資料請求をし、募集要項・申込用紙を入手後、
エントリー専用メール、郵送、実行委員に手渡しのいずれかの方法でお申し込みください。
※口頭のみの申し込みは受け付けません。
●メールでの申し込みの場合は数日で受理した旨の返信、郵送の場合は書類を確認次第電話にてご連絡致します。
事務局からの連絡がない場合は、何らかのトラブルの可能性がありますのでお電話にてお問い合わせ下さい。
●受理返信お受け取り後、2週間以内に専用口座へ参加費をお振込ください。振込を確認後、登録完了となります。
期限内に振込が確認できない場合はキャンセルとさせて頂きますのでご了承下さい。
申し込み締め切りは2013年12月末日 まで。
ただし 参加人数が上限に達した時点で募集終了 となります。
ダウンロード先＞＞ http://touism.net > 陶ISM2014特設ページ内
資料請求先＞＞ 090 -5589-4069（陶ISM2014事務担当 岩下）
エントリー専用メール＞＞touism2014@touism-db.net
申込先（郵送）
＞＞〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3070-1 岩下宗晶
2013 年 12 月 31 日まで

特設サイトからダウンロード
ネット環境が
ある方

特設サイトから申込み

特設サイトからダウンロード

①陶 ISM 未登録の方

エントリー専用メール
touism2014@touism-db.net

http://touism.net
> 陶ISM2014特設サイト内

事務局より
メール受理の返信

●記入済み申込用紙(箇条書き可）
●添付資料 顔写真/作品写真/略歴

●募集要項
●申込用紙

ネット環境が
ない方

宛

参加費のお振込
参加費￥8000

②陶 ISM 登録済みの方
http://touism.net
> 陶ISM2014特設サイト内 専用フォーム

陶 ISM2014 事務局に資料請求
岩下宗晶（陶ISM2014事務局スタッフ）
Tel:090-5589-4069
メール touismhonten@gmail.com

●募集要項
●申込用紙

宿泊＋¥1000

事務局の
連絡から
2 週間以内

事務局より
申込書確認の電話

郵送で申込み

〒321-4217
栃木県芳賀郡益子町益子 3070-1
岩下宗晶 宛

申込み完了

●記入済み申込用紙
●添付資料 顔写真 / 作品写真 / 略歴
※出来るだけデータ (CD-R 等 ) で
提出して下さい

※すでに登録済みの方は変更希望でない場合、
写真は不要です。

陶ISM ･･･ism(主義・主張)
ISM（インストア・マーチャンダイジング/効果的な商品の品揃えと陳列、売場演出で需要創造と喚起を図るための技法）
をかけたタイトル。
このイベントが作家の自主性を育てるとともにプレゼン的なイベンとになって欲しい、
との意味を込めて。
最新のイベント情報はWebSite陶ISMを御覧になってください。
会期当日まで、随時最新情報をアップしていきます。
URL http://touism.net ＞ 陶ISM2014特設ページ にて
また、
メールフォームからのお問い合わせにも対応しておりますので、何かありましたらお気軽にお問い合わせください。
（サイト管理人：栗谷昌克）
陶ISM実行委員会
代表：二階堂明弘
実行委員長：寺村光輔
栗谷昌克 井上塁 吉田丈

問い合わせ先

豊田雅代

今井梨絵

松本良太

Kei

岩下宗晶

菅原佳苗

陶ISM2014に関するお問い合わせは
寺村光輔（陶ISM2014 実行委員長）Tel:080-5188-9654
岩下宗晶（陶ISM2014事務局スタッフ）Tel:090-5589-4069
メール touismhonten@gmail.com(陶ISM本展専用アドレス）
※touism2014@touism-db.netは申し込み専用アドレスです。
お問い合わせの受付はできません。
その他、WebSite陶ISM等へのご質問は
栗谷昌克（陶ISMウェブ管理人）Tel:0285-70-6550/080-1188-7603
メール tou.ism@gmail.com
※間違い電話・メールにはご注意下さい。

陶ISM 2014

陶ISM実行委員会

-Field of free 若手陶芸家交流展-

代表／二階堂明弘 実行委員長／寺村光輔

以下スタッフ一同

WebSite陶ISM http://touism.net「陶ISM」
Twitter：@bonkuri
Facebookページ：
「FB陶ISM」
※陶ISMロゴ：designed by シマダヒデアキ
（L.S.D.）

