
横浜トリエンナーレは、３年に１度横浜で開催される現代アートの国際展です。 

「アートでひらく」「まちにひろがる」「世界とつながる」という基本目標のもと、市民、NPO、

企業、アーティスト・クリエーターなどの横浜ならではのまちの力と積極的な連携を行い、まち

全体における一体的な賑わいづくりを目指しています。 

ヨコハマトリエンナーレ 2017 においても、この現代アートの国際展を一緒に盛り上げ、賑わ

いを創出し、まちの魅力を発信するイベント・企画等（「応援プログラム」）を募集します。 

 

   

 

次の項目をすべて満たすものであることとします。

（１）ヨコハマトリエンナーレ 2017 を盛り上げるイベント・企画等であること。

（２）文化・芸術分野における活動、または、ヨコハマトリエンナーレ 2017 のタイトルである「島」

「星座」「ガラパゴス」に関連したイベント・企画等であること。 

（３）ヨコハマトリエンナーレ 2017 の会期（平成 29 年 8 月 4 日から 11 月 5 日まで）に合わせ

て、横浜市内で実施するイベント・企画等であること。

※会期の日程を含んでいれば、開始日または終了日が会期外であっても構いません。

（４）誰でも参加・鑑賞可能なイベント・企画等であること（有料・無料は不問）

（５）次のいずれにも該当しないイベント・企画等であること。

ア 特定の政党、その他の政治団体の利害に関係するもの

イ 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関係するもの

ウ 暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資するもの

エ 特定の個人及び団体を対象としているもの

オ 過去における後援等の名義使用において、使用承認の条件に違反した団体が主催するもの

ヨコハマトリエンナーレ 2017 応援プログラム
募集要項 

応援プログラムを開催する皆様と、横浜トリエンナーレ組織委員会は、 

広報し合うことでお互いの事業を一体的に盛り上げることを目指します。 

◇応援プログラムを開催する皆様は、

以下のご協力をお願い致します！

●広報印刷物やウェブサイト等へのヨコハ

マトリエンナーレ 2017「応援ロゴ」掲出

●ヨコハマトリエンナーレ2017のプロモー

ション協力（ポスター掲出、チラシ配架等） 

●twitter 等のフォロー

●その他の PR

◇横浜トリエンナーレ組織委員会は、

以下の通りご協力致します！ 

●トリエンナーレ会場内（ビジター・サービスセンタ

ー（仮称））でのチラシ配架

●ＳＮＳ投稿内容のヨコハマトリエンナーレ 2017公

式ホームページ（トップページ）への表示

●ヨコハマトリエンナーレ 2017 公式ホームページで

イベント概要掲載

●その他

内覧会ご招待（代表者のみ）、トリエンナーレサポ

ーターによる見どころガイダンス（事前予約制、別

途鑑賞チケット必要）等

★対象となる事業



 

団体   

※法人格等の有無は要しません。 

※ヨコハマトリエンナーレ 2017 開催期間中に実施する「ヨコハマアートサイト 2017」採択

事業は応援プログラムの申し込みは不要です。採択された時点で応援プログラムとなります。 

 

 

横浜トリエンナーレ公式ホームページの申込みフォームに必要事項を入力の上、ご送信ください。 

★申込みフォーム URL：http://yokohamatriennale.jp/news/2017/02/2017-8.html 

※ＦＡＸ・郵送でも提出いただけますが、その際は必ず記入した申込用紙のコピーをお手元に保管して
ください。 

    ◇提出書類：「ヨコハマトリエンナーレ 2017 応援プログラム申込用紙」（様式第１号） 
      ※申込用紙は横浜トリエンナーレ公式ホームページ 

（http://yokohamatriennale.jp/news/2017/02/2017-8.html）からダウンロードで
きます。 

    ◇送 付 先：「問い合わせ先」にご送付ください。 

 

 

 平成 29 年 7 月 28 日（金） 

※ヨコハマアートサイト 2016 事業報告会の中で、応援プログラムの説明を行います。報告会

の日時・参加申し込み等の詳細は、ヨコハマアートサイトウェブサイト 

(http://www.y-artsite.org/index.html)をご確認ください。 

 

 

  組織委員会において申込内容を確認し、応援プログラムの決定を行います。（決定までに２週

間程度かかります。）決定の連絡は組織委員会からメール等で行います 。その際、ヨコハマトリ

エンナーレ 2017「応援ロゴ」及びその使用方法をお知らせします。 
 【決定後の事業変更について】 
  ※決定後に、イベント・企画等の内容に変更があった場合は、再度、申込みフォームに該当部

分の新しい情報を入力し、再送信ください。 

   なお、変更の際にはお申し込み時にお伝えした『受付番号』が必要になります。 

FAX・郵送の場合は、「ヨコハマトリエンナーレ 2017 応援プログラム内容変更（・中止）届

出書」（様式第２号）をご提出ください。 

※イベントが中止になった場合は、「ヨコハマトリエンナーレ 2017 応援プログラム内容(・中

止)届出書」（様式第２号）をご提出ください。 

※申込内容に虚偽の内容があった場合には、決定を取り消すことがあります。 

 

 

  イベント・企画等終了後、「ヨコハマトリエンナーレ 2017 応援プログラム 実施結果連絡票」

（様式第４号）及び、実施内容がわかる画像データ（2 点程度）の送付にご協力お願いいたしま

す。 

※画像データは公開資料等に使用させていただく場合がございますのでご了承ください。 

★申込方法 

★決定のご連絡 

★実施結果のご連絡 

★締切 

★対象者 



 

申し込み（★１） 受理

申請者 組織委員会

・結果の通知
・ロゴマークデータの

ダウンロードページ
送付

受理

実施結果連絡票の送付
（★４） 受理

イベント実施

★１ 申し込みするとき

□ 申し込みフォームに
入力

【申し込みフォームURL】
http://yokohamatriennale.j
p/news/2017/02/2017-
8.html

イベントの広報

内容変更
（★２）

申
し
込
み

イ
ベ
ン
ト
の
広
報

申し込み内容に変更があった場合

確認・反映
申込みフォームに
変更内容を入力

・SNS投稿内容を公式ホーム
ページに表示

・会場でのチラシ配架等にて
広報協力

Ｅメールにて送付

イ
ベ
ン
ト
実
施
後

★３ 広報物を制作したとき

□ 制作物のデザイン案の
送付

（データもしくは紙媒体）

★４ イベント終了後

□ 実施結果連絡票

□ イベント実施画像
データ（2点程度）

の送付

結果通知までは
２週間程度です

連絡票等はイベント終了後、
できるだけ速やかに

お送りくださいますよう
ご協力お願いします。

備 考

★２ 変更があったとき

□ 申込みフォームに
変更内容を入力

※入力には申し込み時にお伝えした

受付番号が必要になります。

広報物の制作（★３）
（2週間以内）

SNS投稿
チラシの送付

応援ロゴの確認

制作物（案）もしくは
データの送付

内容確認

申し込みフォーム
に入力

 
 ※注意 

応援プログラムの決定は、イベント・企画等の実施への資金助成を意味するものではありませ

ん。実施に関しては、経費も含めて申込者が一切の責任を負うことになりますのでご了承下さい。 

申し込み後の流れ 
 

  横浜トリエンナーレ組織委員会事務局（電話受付：土日祝日を除く 10 時～18 時） 

  ＜住 所＞ 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 3-4-1 横浜美術館内 

  ＜メール＞ support_programs@yokohamatriennale.jp 

  ＜Tel＞ 045-663-7232  ＜Fax＞ 045-681-7606 

申し込み後の流れ 

問い合わせ先 



平成 年 月 日

　（申請先）

横浜トリエンナーレ組織委員会

（申請者）

ヨコハマトリエンナーレ2017応援プログラムとして次のとおり申し込みます。 ※ No.

（ ）

8 月 4 日 金 曜日 11 月 5 日 日 曜日

10 時 00 分 18 時 00 分

8 月 4 日 ～ 11 月 5 日

7 月 1 日

7 月 1 日 ）

・個人情報を第三者に提供することはありません。
・
・
・既定の項目等に記入できない内容については、備考にご記入ください。

・いただいた内容は、広報媒体等に使用する際に、割愛又は編集させていただく場合がございます。

情報公開

備考

(「イベント概要」から下の白抜き文字の欄）はホームページ等の広報には使用しませんが、基礎データとして使用します。

イベント概要

（100～200
字程度）

「星座」をテーマに国内アーティスト及び地域住民が制作した作品の展示のほか、海外アーティストを招
聘して芸術祭を実施します。

ロゴ使用
予定

配布予定日

発表予定日

Twitter
アカウント

@○○○
Facebook
アカウント

○○○

イベントHP
リンク先
（任意）

横浜太郎　http://・・・・・・

イベント
問合せ先

団体名 ヨコハマトリエンナーレ2017実行委員会

TEL 045-○○○-○○○○ FAX 045-○○○-○○○○

E-mail ○○○@○○.○○.jp

入場料
・

参加料 事前申込等

ふりがな よこはまとりえんなーれにせんじゅうななじっこういいんかい

主催 ヨコハマトリエンナーレ2017実行委員会

開催日時
～

～

会場名 ○○○○美術館

会場住所  　　 〒220-0012 　横浜市西区みなとみらい〇-〇

ふりがな よこはまとりえんなーれにせんじゅうなな

イベント名 ヨコハマトリエンナーレ2017

ジャンル 　 　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　

港　舞子

TEL 045-○○○-○○○○

FAX 045-○○○-○○○○

E-mail ○○○@○○.○○.jp

はヨコハマトリエンナーレ2017公式サイト等の掲載に当たり、利用・公開します。

（情報解禁日

ヨコハマトリエンナーレ2017応援プログラム　申込用紙

団体名 ヨコハマトリエンナーレ2017実行委員会

代表者職・氏名 委員長　　濱　絵美

所在地 横浜市中区○○○

担当者職・氏名

演劇美術

有料 無料

チラシ・リーフレット

記者発表資料

イベントHP

ポスター プログラム

公開済 未公開

（様式第1号）

ダンス音楽 映像 その他

一部有料

要 不要

※1   エントリーに当たっては、すべての項目
（色の付いたセル）をご入力ください。

※2   エントリー時点で決定していない項目
については、予定や未定とご入力頂き、

決定次第、変更届をご提出ください。

※3   日付や電話・FAX番号等の数字につい

ては、半角表記でご入力ください。

・トリエンナーレ公式サイト掲載にあたり、
問い合わせ先を公開いたしますので、個
人の携帯電話番号やメールアドレスの使
用は可能な限り避けてください。

・一部有料とは、基本的に入場・参加料は
無料だが、一部有料のイベントがある場
合を言います。

(1)
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