展覧会募集

NCC
SHIZUOKA 2012

募集期間／2012年1月10日
（火）
〜4月28日
（土）
募集内容／展覧会の企画立案、
及び展覧会の実施

対象分野／作品ジャンル問わず

静岡市クリエーター支援センター
（CCC）
では、静岡県内在住、
または静岡県出身のクリエーターを対象とした展覧会を募集します。
採用となった企画（合計10点）
には、展覧会サポート費5万円と、2012年、
CCCにて展覧会を実施する機会が提供されます。地元
静岡で活動するクリエーターの皆様のご応募をお待ちしております。

Shizuoka City s the center for creative communications (CCC) is accepting exhibition entries from Shizuoka
Prefecture residents and Shizuoka native creators. A total of 10 will be selected to receive support from CCC
to put on exhibitions at CCC in 2012. We hope to see many of Shizuoka s talent participate.
the center for creative communications

NCC SHIZUOKA 2012
支援内容
■ 展覧会のサポート費として５万円（１組につき）を支援。計10組
■ 2012年7月〜11月の間、3週間（予定）CCC展示スペースを提供。
（無料）
■ 広報（２組づつのDMを制作）、宣伝の一部を協力（静岡市クリエーター支援センターウェブサイト・ブログ・SNS等）

Support Provided to Selected Entries

■ Support of up to 50,000 JPY towards exhibit preparation (per exhibit). Total of 10 exhibitions selected.
■ Three-week exhibit space for free at CCC between July and November 2012 (planned).
■ Creation of DM (1 per 2 exhibits) and partial support in publicity (CCC website, blog, SNS, etc...)

展覧会開催日程

募集内容
展覧会の企画立案、及び展覧会の実施

（ 約3週間［17日間］）
A 2012年7月9日（月）〜7月28日（土）

Program Content
Exhibit planning and production

※搬入期間7月6日（金）
・7日（土）、搬出期間7月30日（月）
・31日（火）

----------------------------------------------------------------------------------------------------応募資格
静岡県内在住、または静岡県出身のクリエーター（グループ応募可）
年齢・国籍問わず。
過去のNCC及びNCC Shizuokaにて入選歴を持たない方。
※多くのクリエーターに発表の場を提供することを目的としています。
Eligibility
Shizuoka Prefecture Resident or Shizuoka native creator, regardless
of age or nationality (group OK) Not a winner of past NCC or NCC Shizuoka.
*To provide many creators with an opportunity to show their works.

----------------------------------------------------------------------------------------------------対象分野
作品ジャンル問わず
Genres Accepted
Any genre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------展覧会開催場所
静岡市クリエーター支援センター 2Ｆギャラリー及び３F展示コーナー
静岡県静岡市葵区追手町4-16
Exhibition Venue
the center for creative communications 2F Gallery or 3F Exhibit Corner
4-16 Otemachi, Aoi-ku; Shizuoka City

----------------------------------------------------------------------------------------------------募集期間
2012年1月10日（火）
〜4月28日（土）
Entries Accepted
2012 January 10 (Tue.)‒April 28 (Sat.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------応募締め切り
締切：2012年4月28日（土） ※当日消印有効
募集用紙とポートフォリオ（過去の作品をまとめたもの）
をメール送信
(PDF形式で添付)、又は郵送（作品返却不可）
Deadline for Submitting
2012 April 28 (Sat.) *postmarked or emailed by deadline date
Application form & portfolio (examples of past work; cannot be
returned) can be sent by e-mail (PDF) or post.

----------------------------------------------------------------------------------------------------選考方法
書類審査：締切の約1週間後に個別に連絡。
最終結果：2012年5月初旬にホームページ
（http://www.c-c-c.or.jp）にて発表
Selection Schedule
Application Screening: Selected entries will be contacted
within 1 week after the submission deadline.
Public announcement on the CCC website in early May 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------選考委員
CCCセンター長 杉山寿也
CCCプロデューサー 久米英之
CCCキュレーター 大森久美
Selection Committee
CCC Director, Toshiya Sugiyama
CCC Producer, Hideyuki Kume
CCC Curator, Hisami Omori

※１回につき、
２つの展覧会を同時開催

（ 約3週間［18日間］）
B 2012年8月13日（月）〜9月1日（土）

※搬入期間8月10日（金）
・11日（土）、搬出期間9月3日（月）
・4日（火）

（ 約3週間［16日間］）
C 2012年9月10日（月）〜9月29日（土）

※搬入期間9月7日（金）
・8日（土）、搬出期間10月1日（月）
・2日（火）

（ 約3週間［17日間］）
D 2012年10月9日（火）〜10月27日（土）

※搬入期間10月5日（金）
・6日（土）、搬出期間10月29日（月）
・30日（火）

（ 約3週間［17日間］）
E 2012年11月5日（月）〜11月24日（土）

※搬入期間11月1日（木）
・2日（金）、搬出期間11月26日（月）
・27日（火）

----------------------------------------------------------------------------------------------------Exhibition Session Dates (2 exhibits per session)

A

2012 July 9 (Mon.) to July 28 (Sat.); 3 weeks (17 days)
*Set up: July 6 (Fri.) & 7 (Sat.) / Take down: July 30 (Mon.) & 31 (Tue.)

B

2012 Aug.13 (Mon.) to Sep.1 (Sat.); 3 weeks (18 days)
*Set up: Aug.10 (Fri.) & 11 (Sat.) / Take down: Sep.3 (Mon.) & 4 (Tue.)

C

2012 Sep. 10 (Mon.) to Sep. 29 (Sat.); 3 weeks (16 days)
*Set up: Sep.7 (Fri.) & 8 (Sat.) / Take down: Oct.1 (Mon.) & 2 (Tue.)

D

2012 Oct. 9 (Tue.) to Oct. 27 (Sat.); 3 weeks (17 days)
*Set up: Oct.5 (Fri.) & 6 (Sat.) / Take down: Oct. 29 (Tue.) & 30 (Wed.)

E

2012 Nov. 5 (Mon.) to Nov. 24 (Sat.); 3 weeks (17 days)
*Set up: Nov.1 (Thu.) & 2 (Fri.) / Take down: Nov. 26 (Mon.) & 27 (Tue.)

開催期間について
開催期間に関する最終調整はCCCが行う
Exhibition Dates
CCC will ﬁnalize exhibition dates amongst seleceted entries.

----------------------------------------------------------------------------------------------------展示スペース
CCC２Fギャラリー又は３F展示コーナーを予定
Exhibition Space
Either CCC s 2F Gallery or 3F Exhibit Corner

----------------------------------------------------------------------------------------------------応募・詳細
募集要項・応募用紙は以下よりダウンロード
http://www.c-c-c.or.jp/
Application Form & Details
Details and application form can be downloaded from
the CCC website. http://www.c-c-c.or.jp/

----------------------------------------------------------------------------------------------------お問合せ
静岡市クリエーター支援センター（CCC）
〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町4-16
Email: info@c-c-c.or.jp
Tel.054-205-4750 Fax.054-293-4332
For More Information
the center for creative communications (CCC)
4-16 Otemachi, Aoi-ku Shizuoka City 420-0853
Email: info@c-c-c.or.jp
Tel.054-205-4750 Fax.054-293-4332

the center for creative communications

