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千葉・松戸駅前にて、周辺地域のまちづくり事業に取り組む「松戸まちづくり会議（代表幹事：稲葉八朗／松戸本町自治
会会長、以下「松会」）」は松戸駅
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AIR（AIR＝アーティスト・イン・レジデンスの略）
AIR＝アーティスト・イン・レジデンスの略）」と命名し、
＝アーティスト・イン・レジデンスの略）」と命名し、2013
」と命名し、2013 年 6 月からのスタート予定
からのスタート予定で
予定です。

本レジデンスは、ビルオーナーである浜友観光株式会社（代表取締役社長：大石恵司／静岡県浜松市／パチンコ店
「楽園」経営）の協力のもと、株式会社まちづクリエイティブ（代表取締役：寺井元一／千葉県松戸市）がフロア単位での
サブリースを行い運営管理を担当し、当該フロアの 2 部屋を地域活性のため松会に提供することで実現しました。地域
団体と民間企業の創意工夫により、自治体補助がなくとも持続可能な芸術家支援施設になる
自治体補助がなくとも持続可能な芸術家支援施設になることを目指して活動します。
自治体補助がなくとも持続可能な芸術家支援施設になる
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ており、ショートステイでは数日間無償で滞在できる代わりに、滞在中に松戸駅前エリアにてパフォーマンスや作品上映
会などの「芸」で滞在アーティストから地域に返報いただきます。地方と都内を行き来しながら活動する、日本国内の若
地方と都内を行き来しながら活動する、日本国内の若
手アーティスト・文化芸術関係者の利用を主に見込んでおります。
手アーティスト・文化芸術関係者

またロングステイは、海外のアーティストを招聘または公募して
海外のアーティストを招聘または公募して日本に招待。
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日本に招待。約 2 ヶ月間、松戸で生活をしながら作品制
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パチンコもラブホテルも、いずれも日本独自の文化であり、海外の芸術家などからの興味関心が高いことでも知ら
パチンコもラブホテルも、いずれも日本独自の文化であり、海外の芸術家などからの興味関心が高い
れています。ついては小規模ながらも海外から注目されることが期待されます。このような特性を踏まえた作品が制作で
きる映像・音楽などのアーティストを主な対象とします。松戸における国際的な文化交流の拠点となることを目指します。
松戸における国際的な文化交流の拠点となることを目指します。

■パラダイス AIR
名称
住所
規模
時期
運営
ディレクション
コーディネート
企画
協力

運営概要
パラダイス AIR （ぱらだいすえあー）
千葉県松戸市本町 15-4 （JR/新京成 松戸駅西口 徒歩 3 分）
2 室（平均 39 平米）
2013 年 6 月 30 日～
松戸まちづくり会議
中島佑太、森純平
庄子渉
株式会社まちづクリエイティブ
浜友観光株式会社
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■パラダイス AIR
日時
集合
内容

講師ゲスト
プレビュー対象

プレスプレビュー（事前内覧会
プレスプレビュー（事前内覧会/
（事前内覧会/レクチャー）
2013 年 4 月 20 日（土）15 時
パラダイス AIR
・施設内観のご案内（当日は改装前の状態をご覧いただきます）
・アーティスト・イン・レジデンス専門家によるレクチャー＆質疑応答
・懇親会
小田井真美 （アートプロデューサー）
メディア関係者、アート関係者

出欠の可否を、別紙返信票にて 4 月 19 日（金）正午までにお送りください。

■物件外観

■小田井真美｜Odai
■小田井真美｜Odai Mami
1966 年 広島生まれ。武蔵野美術短期大学、女子美術大学卒業後、主に東京で BONUS、Look at music 名義の実験音
楽、アートイベントの企画運営を開始する。3ARTPROJECT（東京青山）を経て、2001～2002 年、十勝国際現代アート展
デメーテル（帯広、北海道）事務局勤務のため北海道移住。2003 年より NPO 法人 S-AIR（札幌、北海道）に所属し、アー
ティスト・イン・レジデンスの運営、アートプログラムによる地域活性化事業、アーティスト・イン・ スクールの企画とプロデ
ュースを担当。2006 年より雪の札幌と除雪の創造実験、Sapporo2 Project の運営をライフワークとする。2010-2011 年、ア
ーカスプロジェクト（茨城県守谷市）ディレクター。2012 年4 月より札幌に拠点を戻す。一貫して、よそものの視点がもたら
すものとことをテーマに仕事を行っている。日本全国津々浦々、個性的な『アーティストの移動を促進するしくみ＝AIR』
事業拠点が増殖する未来を目指している。
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＜松戸まちづくり会議 / 松戸アートラインプロジェクト について＞

松戸アートラインプロジェクト http://matsudo-artline.com/
松戸まちづくり会議 http://www.facebook.com/matsudomachizukuri

松戸まちづくり会議（代表幹事：稲葉八朗（本町自治会会長）、副代表幹事：鈴木征男（平潟自治会会長））は本年 5 月に
結成された団体です。松戸駅前に位置する 11 町会および町会連合会から町会長が参画し、事務局を松戸市および株
式会社まちづクリエイティブ（代表取締役：寺井元一）が務め、対象地域におけるまちづくり活動を推進しています。本年
は、2010年より開始された松戸市事業「松戸アートラインプロジェクト」の2012年度の運営母体として活動し、「暮らしの芸
術都市 -松戸アートラインプロジェクト 2012-」を開催します。

＜株式会社まちづクリエイティブ について＞
について＞
まちづクリエイティブ http://www.machizu-creative.com/
MAD City プロジェクト http://madcity.jp/

株式会社まちづクリエイティブはクリエイターやアーティストを誘致し、地方都市のエリア価値向上を図る、まちづくり会社
です。シティプロモーションのイベント企画運営、クリエイター向けの特殊な不動産サービスのほか、新旧住民のコミュニ
ティデザイン事業に取り組み、ソフト面による創造的な地域活性を実現してまいります。現在は千葉県・松戸駅周辺を
「MAD City」とブランディングし活性化を図る、「MAD City プロジェクト」を推進しています。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝このプレスリリースに関するお問い合わせ先
＝＝＝＝＝＝＝＝＝このプレスリリースに関するお問い合わせ先＝＝＝＝＝＝＝＝＝
このプレスリリースに関するお問い合わせ先＝＝＝＝＝＝＝＝＝
松戸まちづくり会議事務局（㈱まちづクリエイティブ内） 担当：赤星（あかほし）／殿塚（とのづか）
TEL：047-710-5861 FAX：047-413-7542 E-mail： info@matsudo-artline.com

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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↓本用紙を 4 月 19 日（金
日（金）正午までに下記ファックス宛ご送信ください↓
）正午までに下記ファックス宛ご送信ください↓

FAX：
FAX：047
047-413413-7542
松戸まちづくり会議 事務局（株式会社まちづクリエイティブ） 宛
パラダイス AIR プレスプレビュー（事前内覧会
プレスプレビュー（事前内覧会/
/レクチャー）
ご返信票
日時
会場

2013 年 4 月 20 日（土）15 時 00 分より
パラダイス AIR 入口（パチンコ店楽園 正面左） 千葉県松戸市本町 15-4 （松戸駅西口徒歩 3 分）

ご出欠

□

ご出席

□

ご欠席

貴社名
貴媒体名
お名前

様

お電話番号

＜会場アクセス＞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝このプレスリリースに関するお問い合わせ先＝＝＝＝＝＝＝＝＝
松戸まちづくり会議事務局（㈱まちづクリエイティブ内） 担当：赤星（あかほし）／殿塚（とのづか）
TEL：047-710-5861 FAX：047-413-7542 E-mail： info@matsudo-artline.com

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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