
令和４年度藤沢市アートスペース 

制作・展示支援プログラム「Artists in FAS 2022」募集要項 

 

1. 事業名 

 藤沢市アートスペース 制作・展示支援プログラム「Artists in FAS 2022」 

 

2. 趣旨 

「Artists in FAS」（以下、AiF）は、藤沢市アートスペース（以下、FAS
エファース

）が実施するアーティスト・イ

ン・レジデンス・プログラムです。本プログラムは 2016 年にスタートし、今年で 7 回目を迎えます。FAS

で制作する作品と展示についてのプランを広く募集し、外部審査員による審査のもと、選出されたアー

ティストには作品制作と展示のための環境を提供します。アーティストとしてこれまでに追求してきた

表現や培ってきた経験を、FAS での滞在制作を通してカタチにしてみませんか。絵画、立体、インスタ

レーション、パフォーマンス等、表現ジャンルは問いません。 

 「AiF」は、アーティストの意欲的な創作活動をサポートするとともに、発表の場を提供し、今を生き

るアーティストとその作品の魅力を発信します。 

 

3. 開催概要 

［主   催］藤沢市、藤沢市教育委員会 

［後   援］神奈川新聞社、ジェイコム湘南・神奈川、藤沢エフエム株式会社 ※予定 

［特別協力］ココテラス湘南（一般財団法人藤沢市開発経営公社）※予定 

［協   力］公益財団法人藤沢市みらい創造財団 ※予定 

 

4. 実施概要 

［募集期間］ 2022 年 7 月 1 日（金）〜8 月 17 日（水） 

［審  査 員］ 三田村光土里氏 [美術作家] 

天野太郎氏 [東京オペラシティアートギャラリー チーフ・キュレーター] 

［審     査］ 審査員が書類選考によりすべてのプランに目を通し、以下の項目に基づき協議して入選 

４名（組）を決定。 

①作品のクオリティについて 

        ・独創性に富んでいるか 

        ・実験的な試みに挑戦する姿勢があるか 

        ・将来性があるか 

       ②展示会場との親和性について 

        ・会場構成に工夫がみられるか 

        ・会場の選択理由に説得力があるか 

       ③交流イベント（ワークショップ等）について 

        ・積極的に他者と交流し、自作の魅力を伝えようとしているか 

       ※審査内容についてのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください 

［結 果 発 表］2022 年 9 月 15 日（木）FAS のウェブサイトにて発表 

［滞 在 制 作］2022 年 10 月 8 日（土）〜12 月 27 日（火） 



             ※月曜日休館 月曜日が祝日の場合は翌火曜日が休館 

             上記の期間中、30 日以上（1 日 6 時間程度）は FAS のレジデンスルームを作品制作の拠 

点とすること 

［成果発表展］2023 年 1 月 14 日（土）〜 3 月 19 日（日）※月曜日休館 

 

5. 応募資格 

 ・AiF 2022 の趣旨を理解できる方 

 ・18 歳以上（高校生不可） 

 ・性別、出身地等不問（外国籍の場合、国内在住者に限る） 

 ・入選した場合、FAS のレジデンスルームで 2022 年 10 月 8 日（土）〜12 月 27 日（火）のあいだに、

30 日以上（1 日６時間程度）の制作期間を設けることができる方 

 ・滞在制作期間中は、レジデンスルームが原則オープンスタジオ（公開制作）になることを了承する方 

 ・FAS のレジデンスルームでの作品制作や展覧会の展示および撤去に責任をもって取り組める方 

・滞在制作期間中、審査員への進捗状況の報告会に参加できる方（実地にて 1〜2 回実施予定） 

・滞在制作期間中、FAS 学芸員への進捗状況の報告会に参加できる方（実地またはオンラインにて 2

〜3 回実施予定） 

・成果発表展で審査員による講評およびトークセッションに参加できる方 

 ・滞在制作または展示期間中に、一般の方を対象にした交流イベント（ワークショップ等）を 1 回以

上実施できる方（オンライン開催の可能性もあり） 

 ・ウェブサイトや広報誌、報道機関等の取材協力が可能である方 

 ・滞在制作・展示期間中の一般写真撮影（非営利・個人利用に限る）および公衆送信、SNS 等への投 

稿を許可できる方 

 

6. 支援内容 

 ・入選者１名（組）につき滞在および制作補助として 40 万円を支給（40 万円から源泉所得税を控除） 

  ※支給方法：事業終了後に本人名義の口座へ振込み 

 ・滞在制作期間中、FAS のレジデンスルームをアトリエとして提供 ※入選者による共同利用 

・滞在制作期間中、審査員や FAS 学芸員による制作や展示プランについての助言 

 ・展示設営にかかわる資材の一部提供 

・展示場所として、FAS の展示ルーム・レジデンスルーム・ココテラス湘南ビル共用スペースを提供  

  ※使用会場に関しては、入選後に調整の上決定 

 ・展覧会ポスター・チラシの作成、FAS のウェブサイトへの情報掲載、公式 SNS での宣伝、プレスリ 

リースの作成と送付等の広報協力 

 ・滞在制作および展覧会の記録集（図録）を発行 

 ・展示期間中、監視スタッフを配置 

 

7. その他注意事項 

 ・入選者と主催者との間で、滞在制作・展示・イベントの実施に関する覚書を締結します。 

 ・FAS に宿泊スペースはありません。各自で費用負担し、宿泊場所を手配してください。 

 ・滞在制作および各種イベント参加にかかわる交通費、作品の設営費、運搬費はすべて応募者の負担と

なります。 



 ・作品の展示・撤収は各自で責任をもっておこなってください。また、プロジェクターの天吊り、電気

工事、ココテラス湘南ビルの吹き抜け部分への作品天吊り等は、FAS に相談のうえ各自で専門の業

者を手配してください。 

 ・制作および展示は、危険物や異臭を放つもの、腐敗のおそれのあるものは使用できません。 

 ・制作および展示は、内容が公序良俗に反するものや営業・販売目的であると判断したものは出品 

  できません。また、出品作品および関連物の販売、入場料の徴収はできません。 

 ・施設を毀損するおそれのある制作および展示はできません。 

 ・施設の構造上、展示場所は隣室の音や光を完全に遮ることはできません。 

 ・作品のジャンルがパフォーマンスの場合、展覧会期を通して、来館者がその作品について知ることが 

  できるよう映像、写真、パネル等にて展示する工夫をしてください。 

 ・滞在制作や展覧会の詳細は FAS が広報します。それ以外の告知にかかる経費は応募者負担となりま 

  す。その際、告知内容・方法等を事前に FAS に届け出てください。 

 ・応募された制作プランや展示内容の一部は、変更をお願いする場合があります。その他、FAS の指 

  示に従ってください。FAS の指示を受け入れない場合、制作と展示を取りやめることがあります。 

 ・作品の著作権はアーティストに帰属しますが、事業に関わる写真撮影並びにその写真を印刷物、広報 

  に FAS が使用することについては、それを了承することを条件とします。 

 ・滞在期間中の事故・病気など、不測の事態が起こった場合、入選者の責任によるものとします。各種 

  保険（損害保険、医療保険等）への加入を推奨します。 

 

8. 応募方法 

［受付期間］2022 年 7 月 1 日（金）〜8 月 17 日（水） 

・E m a i l｜8 月 17 日（水）17 時まで  

※締め切り間際は回線が混み合うことが予想されますので早めの応募をお勧めします 

・郵  送｜8 月 17 日（水）消印有効 

・直接持込｜8 月 17 日（水）17 時まで （開館日の 10〜17 時で受付） 

※データや書類の不備等がある場合は審査できません。再提出する場合、締め切り日時以降の受付は

しませんのでご注意ください。 

 

［応募方法］ 

Email、郵送、FAS へ直接持込のいずれかの方法で、「藤沢市アートスペース〈Artists in FAS 2022〉申 

込用紙」を提出してください。 

 ・用紙は FAS のウェブサイトからダウンロードできます。FAS でも配布しています。郵送を希望の方

は、FAS までご連絡ください。 

 ・応募は一人（組）一件とします。 

 ・ポートフォリオの提出は任意とします。提出する場合は、申込用紙のフォーマットを使用し、A4 サ 

イズ 5 ページまでに収めてください。（縦横不問） 

 ・映像の場合、5 分以内に編集したものを YouTube などの動画サイトにアップロードし、動画のタイ 

トルと閲覧可能な URL を申込用紙に明記して下さい。アップロードの際、動画タイトルには必ず

応募者名またはグループ名を入れ（例：《FUJISAWAYOSHIKO_私の休日》）、プライバシー(公開)設定は

「限定公開」としてください。 

 ・DVD や CD 等記録メディアでの画像や映像の提出は受け付けません。 



 

［応募に関する注意事項］ 

・Email で提出する場合、申込用紙（ポートフォリオ含む）は 7MB 以内にまとめ、PDF 形式で保存し 

てメールに添付してください。また、ファイル名には必ず応募者名またはグループ名を入れてくだ 

さい（例：〈FUJISAWAYOSHIKO_AiF2022 申込用紙〉）。 

・申込用紙は返却しません。 

 

［個人情報の取り扱いについて］ 

 いただいた個人情報は FAS にて厳重に管理し、下記目的に限り使用します。 

  ・入選者については審査結果の通知、滞在制作、成果発表展示、図録作成、広報等、AiF の事業遂行 

   に必要な場合 

  ・AiF をはじめとする FAS 主催の事業に関するお知らせ（次年度以降の使用も含む） 

  ・その他 FAS において必要と判断する場合 

 

9. 提出先 

［  Email   ］ fj-art2@city.fujisawa.lg.jp  ※件名は「Artists in FAS 2022 応募//氏名」としてください 

［郵送・持込］ 〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台 2-2-2 ココテラス湘南 6F 

        藤沢市アートスペース「Artists in FAS 2022」係 

 

10．応募に関する問合せ先 

［  T E L   ］ 0466-30-1816 

［  Email   ］ fj-art2@city.fujisawa.lg.jp ※件名は「Artists in FAS 2022 問合せ」としてください 
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