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　パラソルギャラリー実行委員会は市民スタッフ・学生スタッフが主体となり企
画・運営を行なっており、『千葉市の賑わいの創出と魅力ある景観形成による市
街地の活性化』を理念とし約20年間イベントを開催し続けています。
　メインイベントであるパラソルギャラリーは毎年、千葉駅前大通りに100本以上
のパラソルを並べ、足下を市民アーティストにアートギャラリーとして利用しても
らうことで、普段の生活とは違うおしゃれな空間をつくり続けています。
　パラソルギャラリー実行委員会では、千葉駅前大通りで手作り作品を出展す
ることで地域活性化に貢献したいと考えてくださる出展者を募集しています。
2018 年度のパラソルギャラリーでは例年通り約 100 組の出展者を募集します。

会場は昨年度と同じく、千葉駅前大通りと
千葉中央公園で2日間開催します。
(JR 千葉駅東口から続く NTT ビル側の歩
道上 )

a. 開催日時

b. 開催場所

　夕方以降の街の彩りと賑わいの促進を目
的とし、パラソルを温かい色のライトで照ら
し、普段と違う大通りを演出する夜パラを行
います。昼の光景とは違ったパラソルの下で
秋の夜長を楽しんで下さい。

＊夜の音楽会は「パラソル音楽会」となり、1
日中様々なアーティストに出演していただく
予定です。

　出展者が先生となり、来場者と一緒に作
品づくりを行う企画。今年は昨年と制度を少
し変更して、より様々な作品づくりを体験で
きるようにしました。
　先生となっていただける方には材料費の
支給を行います。一緒にものづくりの楽しさ
を共有できる出展者の方を募集します。

　来場者のみなさんが自由に参加できるス
タンプラリー。会場全体を回遊していただき
、来場者と出展者の交流を促すこと、大人か
ら子供まで楽しんでいただくことを目的とし
ています。
　スタンプラリーに協力していただける方
は10/6(土）、10/7(日)で用意できる景品の
作品名と個数をそれぞれ記入してください。

パラソルギャラリーとは1

第19回 パラソルギャラリー出展者募集要項

2018 年度の開催日時・開催場所2

主な当日企画の紹介3

2018 年度 応募詳細4

2018 年度の応募に関する主な変更点について5

応募資格

・パラソルギャラリーの開催理念「賑わいの創出と魅力ある景観形成による市街地活性化を目指す」に共感  
していただける方
・オリジナルの手づくり作品※1 を制作している個人・グループ（県内外、プロ・アマ問わず）であること
・基本的に利益を目的としない出展であること
・9月 16 日（日）のパラソル会議※2に参加できる方 (2018 年度はパラソル会議への参加を義務化しています )
・事前に郵送やメール等で製作作品の写真・具体的な作品名を送付可能なこと

スペース
パラソル 1本（直径約 2.2m×高さ 2m）を 1スペース※として提
供します (個人 1スペース・グループ 3スペースまで申請可能 )  

出展協賛金 パラソル 1 日 1 本 2,500 円を出展協賛金とする

展示台
1 日・両日問わず 1 台 1000 円で貸し出し※（１スペース 2台まで）

募集数 1日あたり約100組を予定。１日に単位での募集となります(先着順)

出展分野 絵画、手工芸、陶芸、木工、音楽などのパフォーマンス（ただし、作品、パフォーマンスなど自作品の出展のみ）

申込内容
の扱い

個人情報に関しては厳密に扱わせて頂きます。（詳細につきましては別紙参加規約をご参照ください。）

その他
各種料金（展示台費用・出展費等）について、昨年度と徴収方法とタ
イミングが大幅に変更となったため詳細を次項に掲載させて頂きます

2018 年 6 月 1 日（金）～ 2018 年 6 月 30 日（土） 募集期間

詳しくは を参照6

※1 手づくり作品の定義：出展者自身 (個人・グループ )が制作した作品で、著作権違反でない作品
※2 16 日に参加できない方は個別に別会議日程を設定いたします (9 月いっぱいを想定 )。 

※パラソル内から出展物がはみ出ないようにして下さい。

※ 希望者のみ申請可。展示台を使用する際は、必ずテーブルクロスをご自身
でご用意ください

※ 上記以外の分野でもお申し込み可能。上記以外の分野での出展希望される方は、個別にスタッフがお伺いします。

※ 出展者が応募数を超えたタイミングで募集終了をメール・WEB にてお知らせいたします

※1 振り込み先は「その他・注意次項」をご覧ください。　※2 ポストカードは 9/16 のパラソル会議で購入・お支払いをお願いします。

パラソル 1本あたりのスペース

詳しくは -a. を参照5

詳しくは -b. を参照5

　2018 年度のパラソルギャラリーでは、応募方法に関していくつかの大幅な変更がなされています。本要項中の赤太文字は
非常に重要な項目となっているので必ず確認してください。また、以下に 2018 年度の主な変更点を記載するので必ずご確認く
ださい。

・2018 年度より、出展協賛金や各種料金は事前入金制となりました。出展申し込みと同時にお支払い (銀行振込※1)をお願
いいたします。各種資料提出と各種料金のお支払いが確認出来次第、出展申し込み完了となります。
・事前にお支払いいただくのは、出展協賛金・展示台料金 (該当者のみ )のみ※2 となります。

b. 事前入金制度について

a. 先着順の仕組みの変更について
・出展申し込みの締め切りは昨年通り先着順となります。先着 100 組時点で申し込みを締め切らせていただきます※。
・出展申し込みの際に各種資料提出に加え、出展協賛金や各種料金は事前入金制となり、両方完了した時点で出展申込完
了となります。片方だけですと出展申請とはなりませんのでご注意ください。
・出展者の属性と選考順に関連はございません。千葉県内・県外、プロ・アマ問わず、応募資格を有する方はご応募が可能です。

c. 出展内容の変更、キャンセルいついて
・出展内容の変更、キャンセルは 9/12（水） 23:59まで電話・メールにて受け付けております。それ以降の変更・キャンセ
ルは受け付けておりません。ご返金等も出来兼ねますのでご了承ください。
・12 日までにキャンセルされた場合→10 月中に全額ご返金いたします( 銀行振り込み 手数料はご負担ください )
・12 日までに変更された場合→9/16 のパラソル会議にて現金でお支払いもしくはご返金いたします
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わくわく工房の申し込みについて6

その他・注意次項8

2

企画内容 ・出展者が先生となり、来場者と一緒に作品づくりを行う企画です
・今年は昨年と制度を少し変更して、より様々な作品をづくりを体験できるようになりました

①出展者には運営より材料費 2000 円を支給します
・各自自由に体験者から頂く体験料（基本 200 円）を設定可能
・【体験者数×200】円は運営にお支払いください

支給材料費

体験時間 ・体験者 1組あたりの体験時間は１時間以内でお願いします

提出物
□わくわく工房で体験できる作品の写真 (1 枚以上 )※

□体験できる作品の説明文文 (50-100 字程度 )
□希望する体験料（１人あたり）の金額の設定
□1組あたりにかかるおおよその体験時間の設定 (1 時間以内 )

支給物 ・体験台１台 (出展台 )、体験者用の椅子を無料で支給

わくわく工房に申し込んでいただくにあたり、以下の項目を提出もしくは設定していただきます。

展

200 200 α？

（2000円） (1h 以内 / 人 )

自由に体験料
を設定可

①

②③

体験料の設定が 200 円以下の場合：
【体験者数×設定金額】円を運営にお支払いくだ
さい

体験料の設定が 200 円以上の場合：
【体験者数×200】円を運営に支払い、余剰分は材
料費に当てて下さい

※体験作品はあるが、写真がご用意できない場合等はご相談ください。個別に対応いたします

■2018 年度の駐車場について

■雨天時の開催について
・パラソルギャラリーでは軽微な雨天の際は開催、荒天の際は中止となっております。軽微な雨天の際は実行いたします
ので、ご自身で雨を凌ぐご用意をお願いします
・荒天中止の場合は当日 7：30 までに態度決定を行い、HP、SNS 等でお知らせします。また、実行委員会の電話でも連
絡を受け付けております

■パラソルギャラリー当日の日程変更に伴う返金について
・荒天や天災などでパラソルギャラリーが終日中止された場合には出展協賛金 ( 振り込み手数料を除く) をご返金いたし
ます。
・パラソルギャラリーが時間内に開催された場合には、出展者の出展の有無を問わずご返金は致しませんのでご了承下さ
い

■ポストカードの販売について
今年度もパラソルギャラリーオリジナルポストカードの販売を予定しており、今回は希
望購入枚数の調査を行います。購入希望の方は出展申込書に記入をお願いします (5
枚 1 組 :100 円 /1 団体 10 セットまで ) ポストカードは 9/16 のパラソル会議で購入・
お支払いをお願いします。

昨年度のポストカード

■出展協賛金・各種料金振込先

■問い合わせ先

京葉銀行 みどり台支店 ( 店番号 413) 普通預金 5459671
名 義 : パラソルギャラリー実行委員会 委員長 郭東潤
            ( パラソルギャラリージッコウイインカイイインチョウカクドンユン)

※振込の際は振込者名を代表者の名前にし、連絡のとれる電話番号をご入力ください。

〒263-8522 
千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33 千葉大学
自然科学系総合研究棟 25 階 都市環境デザイン研究室 
パラソルギャラリー実行委員会

TEL : 080-6257-6962  /  E-mail : parasolmail@gmail.com

スタンプラリーの申し込みについて7

企画内容 ・会場内にあるスタンプを集めて、景品と交換してもらう企画です
・出展者の皆さまのご協力によって成り立っている企画で、景品をご提供いただいています

提出物
□提供していただける景品の個数の設定

スタンプラリーに申し込んでいただくにあたり、以下の項目を提出もしくは設定していただきます。

・昨年度まで実行委員会より提供していた駐車場が、今年度より使用不可能となる可能性が高く、出展者の皆さまが各
自で駐車場を確保していただきたいと考えております。
・駐車場の確保状況については未定であり、実行委員会として駐車場をご提供可能な場合、不可能な場合問わず、決定
次第ご連絡を差し上げます。
・ご自身で駐車場を確保していただく場合の目安として、駅前大通り近くの駐車場一覧を下記に提示します。是非参考に
してください。

駐車場名 大通りから徒歩 収納台数 営業時間 住所

エキニア千葉パーキング 2分 30台 11時間：4,400円(1時間￥400以降30分￥200) 8:00-23:00 千葉県千葉市中央区富士見2丁目8-14

オオツカパーキング ２分 64台 8:00-23:00 千葉県千葉市中央区富士見1丁目10-15

昭和パーキング(自走式) 3分 33台 24時間営業 千葉県千葉市中央区栄町34-2

第2千葉ゴールデンパーキング 4分 100台 1時間￥400以降30分毎￥200 24時間営業 千葉県千葉市中央区富士見2丁目13-11

5分 36台 - 千葉県千葉市中央区栄町17-1

東和パーキング 5分 64台 最大料金￥1000(入庫時間より12時間まで) 24時間営業 千葉県千葉市中央区富士見2丁目21-1

タイムズ千葉富士見立体 5分 171台 24時間営業 千葉県千葉市中央区富士見2-19

ザ・パーク千葉栄町第1 ５分 36台 24時間営業 千葉県千葉市中央区栄町20-3、4、5、6

タイムズ千葉中央立体 5分 109台 24時間営業 千葉県千葉市中央区新田町1

NPC24H千葉栄町パーキング 6分 35台 24時間営業 千葉県千葉市中央区栄町1-7


