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開催概要 
名 称      2021 アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 

 

開催期間     2021 年 10 月 22 日～10 月 31 日（10 日間） 

 

テーマ      共に生きる 

 

目標（思い）   100 年続く芸術祭に 

行動指針  

「市民芸術祭」私たちは、一市民として自らの意思により芸術祭実行委員に参加し、地域社会への貢献を重んじます 

「深川モデル」私たちは、アートと作者に光をあて、作者の未来が拓ける一助となる仕組みを深川らしく構築します 

「自他尊重」  私たちは、持続可能な共生社会の実現を目指して、自他尊重を基本姿勢に多様性への理解を広めます 

 

実行委員長     田巻 雄太郎 

副実行委員長    岡部 由美子  関谷 幸樹  平手 克治  広瀬 新朗 

クリエイティブディレクター  福島 治 

 

会 場            富岡八幡宮       深川不動尊ロータスホール   深川仲町通り商店街     人情深川ご利益通り      

深川公園庭球場前     深川江戸資料館        清澄庭園・大正記念館    深川資料館通り商店街 

萬年橋～隅田川テラス 本誓寺参道                   臨川寺外塀                Earth＋Gallery 

芭蕉庵史跡展望公園   芭蕉記念館                  森下商店街                のらくろ～ド商店街 

高橋         海辺橋 

深川七福神（深川神明宮、深川稲荷神社、龍光院、円珠院、心行寺、冬木弁天堂、富岡八幡宮） 

 

企 画     ・全国公募展「メインビジュアル大賞」 ：深川江戸資料館 

・アートパラ・マーケット・フェア（AMF） ：深川不動堂ロータスホール｜EARTH+GALLERY 

・特別企画「アート×∞プロジェクト」 ：清澄庭園大正記念館 

・街なかアート＋店舗連携企画（協賛店舗でのアート展示）：門前仲町｜清澄白河｜森下｜深川七福神 

・みんなのアート絵馬神輿 ：富岡八幡宮     

・キックオフイベント     ・オープニングセレモニー       ・メインビジュアル大賞 授賞式 

          ・特別企画 三井不動産 Presents「アート×∞プロジェクト in 清澄白河 produced by 假屋崎省吾」 

          ・映画上映「真白の恋」    ・ハートでスマイルプロジェクト    ・障がい当事者と地域店舗連携企画 

          ・特別支援学校児童の校外学習の機会創出企画   ・オンラインワークショップ   

・メッセージカードプロジェクト   ・コシノジュンコ「アマビエ」企画 

・オリジナルラベルワイン販売    ・オリジナルグッズチャリティ販売   ・閉会式   ・図録の作成 

 

主 催       アートパラ深川おしゃべりな芸術祭実行委員会 

          一般社団法人アートパラ深川 
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１ 実施状況 

１-１ 展示 

全国公募展「メインビジュアル大賞」 
 

会場 

深川江戸資料館 地下レクホール 江東区白河 1-3-28 

 

期間 

2021 年 10 月 22 日～24 日、10 月 26 日～31 日（9 日間） 

10:00～17：00 最終日のみ 16:00 終了 

※10 月 25 日は会場の休館日のため開催無し 

 

次回 2022 年度のアートパラ深川において、公式 HP やボラ

ンティア T シャツなど随所にトップデザインとしてつか

われる「メインビジュアル」を決める公募展。 

7 月 1 日に公募を開始し、8 月一次審査、9 月 22 日に二次

審査を経て、103 点の入賞作品を深川江戸資料館地下レク

ホールに展示しました。 

 二次審査会場は（株）大丸松坂屋百貨店様のご協力によ

り、東京本社ビル内にて会場を貸して頂きました。 

 深川江戸資料館での作品展示にあたっては（株）デザイ

ンアートセンター様にご協力いただきました。 

 

審査員 

コシノ ジュンコ      

林 真理子 

杉本 志乃           

小澤 慶介 

高村 弘志 

 

 

 

 

 

入賞審査 パートナー企業・団体 

江東区 

三井不動産株式会社 

株式会社ＮＴＴデータ 

株式会社サムシング 

清水建設株式会社 

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 

株式会社大丸松坂屋百貨店 

株式会社ＺＷＥＩ 

東京工芸大学 

東京東信用金庫 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

株式会社ＵＰＤＡＴＥＲ（旧：みんな電力株式会社） 

株式会社ＩＨＩ 

アース製薬株式会社 

株式会社サンゲツ 

株式会社ＪＴＢベネフィット 

セガサミーホールディングス株式会社 

トーヨーカネツ株式会社 

日本インシーク株式会社 

日本セイフティー株式会社 

日本たばこ産業株式会社 

日本臨床研究オペレーションズ株式会社 

パラマウントベッド株式会社 

株式会社ブッシュクロフィード 

堀川産業株式会社 

株式会社マイナビ 

株式会社ヤマタネ 

株式会社ＬＯＧＺＧＲＯＵＰ 

 

 

 

2021 メインビジュアル大賞 

大賞作品 

作者   南部 たき 

作品名  ♥鳥達と、ネコ達♥ 
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アートパラ・マーケット・フェア（AMF） 

深川不動堂ロータスホール 

 

会場 

深川不動堂ロータスホール 江東区富岡 1-17-13 

期間 

2021 年 10 月 22 日～10 月 31 日（10 日間） 

10:00～16：00 最終日のみ 13:00 終了 

 

「障がいを持ったアーティストと、共に生きる」をミッシ

ョンとしたアートパラ深川において、障がい者アートのア

ートマーケットを創造することを目的として開催。今年度

は、第一回として、昨年、入賞されたアーティストの作品

を展示および販売（可能な方のみ）を行ないました。当日

はキュレーターを会場に配置し、アートの説明や購入希望

者とアーティストをつなぐサポートを行ないました。 

 作品の展示にあたっては、（株）デザインアートセンタ

ー様にご協力頂きました。 

 

出展アーティスト 

江東区長賞：         渡部 一喜 

アース製薬賞：        神山 早弥花 

セブン-イレブン・ジャパン賞： ウルシマ トモコ 

三井住友あいおい生命賞：   田中 優菜 

審査員特別賞（林真理子賞）：  田中 悠紀 

審査員特別賞（谷口広樹賞）：  馬場 悠斗 

審査員特別賞（別所哲也賞）：   藤原 大輝 

特別賞 清水建設㈱：            有田 京子 

特別賞 日本セイフティー㈱：    カミジョウ ミカ 

特別賞 ㈱日本インシーク：      柳生 千裕 

特別賞 ㈱ＮＴＴデータ：           山本 勝彦 

特別賞 日本臨床研究オペレーションズ㈱：  

むらせ ひろのぶ 

特別賞 ㈱ＪＴＢベネフィット：   森 啓輔 

奨励賞 ㈱日本サービスセンター： 丈六 萌寧 

奨励賞 東京ベイネットワーク㈱： 西村 賢示 

奨励賞 学校法人ケイ・インターナショナルスクール： 

 ミルカ 

奨励賞 ㈱横浜銀行：             あいおぴむち 

奨励賞 東京江東ロータリークラブ：日下 信義 

奨励賞 堀川産業㈱：             浅海 和広 

奨励賞 アシックスジャパン㈱：   佐伯 良樹 

奨励賞 ㈱竹中工務店：           のりみち 

奨励賞 オルガノ㈱：             きなこもち 

奨励賞 ぺルモビール㈱：         城 瑠那子 

奨励賞 ㈲丸重屋：              松尾 光二 

奨励賞 ㈱喜代村：               墨東特別支援学校 

奨励賞 ㈱ブッシュクロフィード：  梅澤 勝典 

奨励賞 トーヨーカネツ㈱：       栗田 英二 

 

計 27 名の作品を展示
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アートパラ・マーケット・フェア（AMF） 

EARTH+GALLERY 

 

会場 

EARTH+GALLERY 江東区木場 3－18-17 

 

期間 

2021 年 10 月 22 日～10 月 31 日（10 日間） 

10:00～16：00 最終日のみ 13:00 終了 

 

「障がいを持ったアーティストと、共に生きる」をミッシ

ョンとしたアートパラ深川において、障がい者アートのア

ートマーケットを創造することを目的として開催。今年度

は、第一回として、昨年、入賞されたアーティストの作品

を展示および販売（可能な方のみ）を行ないました。当日

はキュレーターを会場に配置し、アートの説明や購入希望

者とアーティストをつなぐサポートを行ないました。 

AMF 会場 2 箇所で合計 29 点が購入され、購入額は 719,400

円となりました。 

 

出展アーティスト 

大賞：              西川 泰弘 

準大賞：             石田 唯我 

厚生労働大臣賞：         前野 一慶 

観光庁長官賞：          早川 拓馬 

三井不動産賞：          比嘉 明子 

審査員特別賞（杉本志乃賞）：    近藤 志保 

審査員特別賞（平井有太賞）：    藤田 望人 

奨励賞 リカシツ㈱：        木下 晃希 

特別賞 東京東信用金庫：      石村 嘉成 

計 9 名の作品を展示
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特別企画 三井不動産Ｐｒｅｓｅｎｔｓ 

「アート×∞（無限大）プロジェクト」 in 清澄庭園 produced by 假屋崎省吾 
 

会 場 

清澄庭園 大正記念館 江東区清澄 3-3-9 

 

期 間 

2021 年 10 月 22 日～10 月 31 日（10 日間） 

10/22 は 14:00 開始 

10:00～17：00 最終日のみ 13:00 終了 

 

本企画は、昨年度第一回から継承したもので、今回のア

ートパラでの特別企画として初の開催となりました。本芸

術祭のコラボレーションアーティストである假屋崎省吾

さんのプロデュースによるオリジナルの、大きくダイナミ

ックな「いけばな」アートが、清澄庭園内の大正記念館に

開催前日に造られました。（式典はこれを背景にして開催

されました）この「いけばな」アートに、昨年度の第一回

アートパラ深川大賞上位 6 賞の原画「アート」の展示と、

東京都名勝・回遊式林泉「庭園」が加わり唯一無二のコラ

ボレーションが展開されました。 

本特別企画は、清澄庭園の全面的な協力（大正記念館の

無償提供など）を得て、今回のトップパートナー（協賛企

業）である三井不動産株式会社様を冠として開催し、清澄

庭園の入園者に対して無料公開としました。假屋崎省吾氏

の高い認知度もあり、下記のとおり多数の来場者に恵まれ、

コラボ展示したアート作品にも相当な関心をもってもら

うことができ、障がいのある方たちが創るアートを知って

もらうというアートパラ深川の開催目的を果たすことに

つながったのではないかと思われます。パートナー企業の

ご案内（ツアー）の場としても活用され、関係者の方々の

アートパラ深川に対する理解を深めていただく一助にも

なったと考えられます。 

開催中は、実行委員や多くのボランティアの方々に協力

をいただき、手指消毒・入場記録などコロナ対策の徹底、

および企画内容やアート作品の紹介、他所で開催されてい

るアートパラ企画の案内を行うことができました。ボラン

ティアの方たちと実行委員の間におけるコミュニケーシ

ョンの機会を得ることもできました。 

 

コラボアーティスト 

西川 泰弘 ［ 春 ］     

石田 唯我 ［ タボの国 ］    

前野 一慶 ［コロナ収束を願い踊るジョントラボルダと

トランプ大統領の娘 ］    

早川 拓馬 ［ ネモフィラ通過・電車の旅 ］    

渡部 一喜 ［ モンナカ ］ 

比嘉 明子 [ 箕面の滝道 ] 

 

来場者数 

10/22(金) :  28 名    10/23(土) : 495 名   

10/24(日) : 628 名    10/25(月) : 105 名 

10/26(火) : 112 名    10/27(水) : 100 名   

10/28(木) : 182 名    10/29(金) : 159 名 

10/30(土) : 556 名    10/31(日) : 216 名    

 

合計 : 2,581 名
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街なかアート 
 

会 場 

【門前仲町エリア】 

深川仲町通り商店街／深川東京モダン館／ 

人情深川ご利益通り／深川公園庭球場前／富岡八幡宮 

【清澄白河エリア】 

深川資料館通り商店街／清澄庭園・大正記念館／ 

本誓寺参道／臨川寺外塀／海辺橋 

【森下エリア】 

 森下商店街／のらくろ～ド／萬年橋／隅田川テラス／ 

芭蕉記念館／芭蕉庵史跡展望公園／高橋 

 

期 間 

2021 年 10 月 22 日～10 月 31 日（10 日間） 

10:00～17：00 最終日のみ 16:00 終了 

 

門前仲町・清澄白河・森下の 3 エリアの街なかに、計 394

点のアートを展示しました。 

展示したアートは昨年のコンペ入選・入賞 147 作品とエ

イブルアート・カンパニー登録アーティスト20名247点。

エイブルアート・カンパニー登録アーティストの作品選定

は、実行委員による投票にてアーティストを選出し、その

アーティストの作品からそれぞれ約 20 点を街なかアート

チームメンバーが選びました。また約 400 点のアート作品

の設置場所を選定し、商店街幹部、各店舗、清澄庭園、深

川七福神等の神社仏閣、深川江戸資料館などに設置依頼、

設置方法の説明をし、地域の皆様にご協力をお願いしまし

た。さらに今年は展示するアートがどこにあるかを来場者

がわかるようにするため、展示作品名・作家名の入った

GoogleMAP を作成し、「ART MAP」として公式 WEB サイトに

公開しました。同時に、昨年の入賞者・入選者の展示エリ

ア案内資料を作成し、巡回アートクルーが来場したアーテ

ィストや一般来場者が鑑賞したいアートに案内できるよ

うな工夫もしました。設置前の準備としては、アートのカ

ッティング全てと額装約 150 点をチームメンバーを含む

実行委員で、残りの額装約 250 点および会期後の額装外

し・清掃約 400 点を、おあしす福祉会と江東楓の会に依頼。

設置にあたっては、路上設置に関する申請書届出を東京都

第５建設事務所・深川警察署交通課（交通規制係）・江東

区道路課・河川公園課に行ない、安全と安心のあるアート

展示を徹底しました。 

このように、実行委員だけでなく深川の街中のみなさ

まのご協力の下、アートが溢れた街を実現することができ

ました。 
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みんなのアート絵馬神輿 
 

会 場 

富岡八幡宮 江東区富岡 1-20-3 

 

期 間 

2021 年 10 月 22 日～10 月 31 日（10 日間） 

10:00～17：00 最終日のみ 16:00 終了 

 

 江東区内にある特別支援学校、障がい児・者支援施設、

特例子会社等に通う方たちも参加出来る企画として、昨年

に引き続き今年も実施。江東区内の障がいを持つ子どもた

ちや、福祉施設の方々が描いた約 1,300 枚の「みんなのア

ート絵馬」と著名人による「応援アート絵馬」が取り付け

られた、本芸術祭のシンボル的存在となる「アート絵馬神

輿」を製作・展示しました。同神輿は富岡八幡宮の丸山宮

司による「御霊入れ神事」も行われました。神輿以外にも

「絵馬ボード」を設置し、作成された全ての絵馬を富岡八

幡宮境内に期間中毎日展示しました。 

特に今年はこの神輿を絵馬神輿チームの実行委員が、富

岡八幡宮の神輿総代様および㈱オイヌマ様の協力を得て

ゼロから手作りし、絵馬の木材も区内木工所の愛和様にご

提供頂き、街中のみなさまの力で昨年以上の神輿とボード

を作成することができました。さらには、特別支援学校や

福祉施設だけでなく明治小学校の児童にも協力頂き、神輿

の周囲を飾る「絵の掲示板」も製作し、障がいのある子も

無い子も一つの展示でつながる形も実現できました。そし

て今年は製作に関わった子どもの思いや背景を伝える説

明パネルも設置しました。 

 

絵馬の作成協力 

・障がい児施設・団体 9 団体 

・障がい者施設・団体 11 団体 

・特例子会社 1 社 

 ・著名人   31 名 

【2021 年度】五十音順（敬称略） 

 アンミカ 池畑慎之介 荻野目洋子 王鵬 

神田伯山 木村多江 杏子 佐藤みゆき 

ジュディ・オング 瀬立モニカ 辰巳琢郎  

林家三平 魔裟斗 萬田久子 LiLiCo 渡辺篤史 

【2020 年度から継続】五十音順（敬称略） 

片岡愛之助 假屋崎省吾 川島ケイジ  

コシノジュンコ 小篠ゆま 塩田真弓 貴乃花光司 

武井壮 Chage 中村獅童 馬場紀子 弘兼憲史 

藤田朋子 藤原史織 山田邦子 

 

 

イベント期間中は、地元の障がいを持つ子どもたちも

「自分が書いた絵馬が飾ってある！」とたくさん見に来て

頂き喜んで頂けました。 

イベント終了後 12 月 2 日～12 月 15 日まで江東区役所

2 階に絵馬神輿を昨年に引き続き展示して頂きました。
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１-２ イベント・企画 

キックオフイベント 

現代美術家・小松美羽ライブペインティング＆御霊入れ神事 

 
会 場 

富岡八幡宮 江東区富岡 1-20-3 

 

期 間 

2021 年 10 月 14 日 

 

富岡八幡宮本殿前で、新進気鋭の現代アーティストの小松美羽さんによる

「特大絵馬」へのライブペインティングを実施。終了後、地元のボランティア

メンバーが数カ月に渡って、製作した「みんなのアート絵馬神輿」に、富岡八

幡宮の丸山宮司による「御霊入れ神事」も執り行われました。作品は木場の

EARTH+GALLERY にイベント開催期間中に展示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小松 美羽 こまつ みわ 

 

長野県坂城町出身の現代アーティスト。狛犬を

モチーフにした作品で知られる。彼女をプロデ

ュースするプロジェクトチーム「風土[1]」に所

属している。坂城町特命大使。女子美術大学特

別招聘教授。東京藝術大学非常勤講師 
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オープニングセレモニー 

全国公募展「メインビジュアル大賞」授賞式 
 

会 場 

清澄庭園 大正記念館 江東区清澄 3-3-9 

期 間 

2021 年 10 月 22 日（金）    

開会式 10:00〜10:20     授賞式 10:30〜12:10 

 

アートパラ深川おしゃべりな芸術祭 2021 の開催初日に、

清澄庭園内の大正記念館において、下記のプログラムによ

り開会式および全国公募展「2021 年アートパラ深川・メ

インビジュアル大賞」の授賞式を企画し実施しました。 

 

当初より新型コロナ感染症対策を念頭におき企画・立案

を進めていましたが、ぎりぎりのタイミングまでリアルな

開催かオンラインでの開催かの判断を持ち越す結果とな

りました。昨年の式典は、初日に開会式典（オープニング

セレモニー）を富岡八幡宮境内にて屋外で開催し、最終日

前日に全国公募展の授賞式を中村学園にて屋内開催しま

した。今回は、天候リスク回避とコスト圧縮を目的に早い

段階から大正記念館での屋内開催を決め、さらに新型コロ

ナ感染症対策と式典の華美な要素を抑え省力化を図りた

いと考え、開会式と授賞式の同日開催を方針としました。 

最終的に、オンライン開催（YouTube 配信）を基本として

準備を進めることとし、会場においては最少人数でのご招

待・参加による開催となりました。YouTube 配信は昨年も

実施したものですが、今回はオンライン開催を軸とするた

め、入賞作家またはそのご家族ならびにパートナー企業の

方々の声をできるかぎりご紹介できるよう動画撮影・編集、

zoom インタビュー、メッセージの授受など外注先の協力

も得ることでどうにか形にしていくことができました。 

なお、参加者は次のとおり。 

【開会式】 スペシャルアドバイザー・コシノジュンコ、

三井不動産株式会社・北原副社長、社団法人アートパラ深

川・北條理事長、アートパラ深川実行委員会・田巻実行委

員長 

【授賞式】 スペシャルアドバイザー・コシノジュンコ、

三井不動産株式会社・北原副社長、審査員・小澤慶介、審

査員・高村弘志、大賞受賞作家・南部たきさんと介添人、

社団法人アートパラ深川・北條理事長、アートパラ深川実

行委員会・田巻実行委員長 

撮影・配信チーム 3 名、手話 2名ほかゲスト同伴者ならび

に見学者数名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

１-３ 来場者数  
・前年度（2020 年度）  9 日間で約 74,000 人（１日あたり約 8,222 人） 

・今年度（2021 年度） 10 日間で約 93,000 人（1 日あたり約 9,300 人）※室内会場以外の街なかアート来場者含む 

 前年度より約 13％の増 

  

会場別＿来場者数  

会 場 プログラム 開催日数 来場者数 

深川江戸資料館 全国公募展「メインビジュアル大賞」 9 日間 1,672 人 

深川不動堂ロータスホール アートパラ・マーケット・フェア 10 日間 1,054 人 

Earth＋Gallery アートパラ・マーケット・フェア 10 日間 632 人 

清澄庭園 街なかアート清澄エリアの一部 10 日間 5,162 人 

清澄庭園＿大正記念館 特別企画「アート×∞プロジェクト」 10 日間 2,581 人 

深川江戸資料館演芸ホール 映画上映「真白の恋」 2 日間 80 人 

 ※本データは入場時の危機管理簿から抽出 

  

 

２ 助成および後援、寄付 
・助 成 

企業メセナ協議会 

・後 援 

 厚生労働省  文化庁       観光庁     文化庁 beyond2020 

江東区    江東区教育員会   江東区社会福祉協議会 

・寄 付 

明治安田生命保険（相） 船堀営業所 山田 亜里沙    

鈴直運送(株) 鈴木 健之  

加藤 克巳  

深川神明宮総代会 

東京江東ロータリークラブ 

成田山 東京別院 深川不動堂  

深川資料館通り商店街協同組合 
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３ 協賛パートナー 
 ・トップパートナー 

三井不動産㈱ 

 

・メインパートナー 

㈱ＮＴＴデータ、㈱サムシング、清水建設㈱、㈱ＺＷＥＩ、㈱大丸松坂屋百貨店、 

㈱セブン-イレブン・ジャパン、東京工芸大学、東京東信用金庫、 

三井住友海上あいおい生命保険㈱、㈱ＵＰＤＡＴＥＲ（旧みんな電力㈱） 

・フェスティバルパートナー 

㈱ＩＨＩ、アース製薬㈱、㈱サンゲツ、㈱ＪＴＢベネフィット、セガサミーホールディングス㈱ 

㈱日本インシーク、㈱マイナビ、日本セイフティー㈱、トーヨーカネツ㈱、日本たばこ産業㈱ 

日本臨床研究オペレーションズ㈱、パラマウントベッド㈱、㈱ブッシュクロフィード、堀川産業㈱、

㈱ヤマタネ、ＬＯＧＺＧＲＯＵＰ㈱ 
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・サポートパートナー 

アシックスジャパン㈱、㈱大江戸不動産、オルガノ㈱、㈱喜代村、㈱クラフト、サンメッセ㈱ 

㈱ジェクトワン、公益財団法人澁谷育英会（福山通運）、㈱竹中工務店、㈱日冠、㈱長谷萬、 

一般社団法人東京都トラック協会深川支部青年部、ペルモビール㈱、㈱えがおホールディングス 

東京ベイネットワーク㈱、六三印刷㈱、㈱横浜銀行、リカシツ㈱、㈱ＬＩＸＩＬ 

日本ヒューレット・パッカード合同会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 協力 
 

富岡八幡宮   

深川神明宮   

成田山東京別院深川不動堂   

東京都第五建設事務所 

(公財)東京都公園協会 清澄庭園    

東京都現代美術館    

(公財)江東区文化コミュニティ財団 

深川江戸資料館    

江東区芭蕉記念館    

(一社)江東区観光協会    

深川七福神会  

東京商工会議所江東支部   

富岡地区連合町会   

白河管内連合町会   

江東区商店街連合会 

深川仲町通り商店街振興組合   

深川不動尊商店会   

深川資料館通り商店街協同組合 

森下商店街振興組合   

高橋のらくろ～ド(高橋商店街振興組合) 

高橋商店街高森会 

東京江東ロータリークラブ 

(公社)東京青年会議所江東区委員会   

江東さざんかクラブ(江東区老人クラブ連合会) 

江東区手をつなぐ親の会    

(福)江東楓の会    

東京地下鉄(株)(東京メトロ)  

（公）日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA ）   

 (有)カリヤザキショウゴ    

JUNKO KOSHINO(株) 

アシックスジャパン(株)   

(株)りそなホールディングス   

(株)デザインアートセンター 

サイショウ・エクスプレス(株)   

EARTH+GALLERY    

(株)フクフクプラス  

(NPO)エイブル・アート・ジャパン   

(株)愛和   

臨川寺    

本誓寺   
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常照院 

明治安田生命保険(相) 船堀営業所   

(株)東和銀行 深川支店 

(株)三菱ＵＦＪ銀行 門前仲町支店   

東京工芸大学福島研究室 

武蔵野大学 神吉ゼミ・後藤ゼミ   

芝浦工業大学 橋田ゼミ   

日本のワインを愛する会 

(株)アドカルチャー・ワークス   

Oplus(株)   

(一社)GREEN TIGER    

(株)アカカベ 

エントロス(株)   

Artill(株)   

六三印刷(株)   

(株)オイヌマ   

深川ワイナリー東京（(株)スイミージャパン） 

ホテルイースト 21 東京（鹿島東京開発(株)） 

(同)CIVIC TECH   

(株)すみれ測量設計事務所   

ハイランドスタジオ 

焼き鳥アポロ   

(有)丸重屋   

(福)おあしす福祉会   

(株)田巻屋    

東京深川写真倶楽部 

フカフォト   

(株)リアス   

リカシツ(株)   

Yusuke Taguchi Design   

㈱桜花 

（一社）ラポール 

 

５ 会計報告  
●収入の部 

区 分 金 額（円）  

協賛金＿協賛企業 26,800,000  

協賛金＿店舗 440,000  

寄付＿企業・団体 658,000  

寄付＿個人・募金箱 60,076  

前年度繰越金 2,926,282  

計 30,884,358  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●支出の部 

区 分 金 額（円）  

美術・映像作品製作費 4,144,920  

設営費 2,422,599  

備品・消耗品 2,053,220  

印刷費 1,937,850  

作品借料 1,000,000  

宣伝費 901,175  

運搬費 734,259  

会場費 945,110  

舞台費 448,958  

雑費 467,358  

通信費 538,846  

記録費 374,000  

謝礼金 400,000  

旅費 4,000  

法人事務費 325,500  

次年度繰越金 14,186,563  

計 30,884,358  
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