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※研究会終了後、懇親会を開催
 

＜事例報告①
「AAAE

アーツ・マネジメントに関する国際組織として、アメリカを中心とした
Administration Educators)
Administration Training Centres
れら海外のアーツ・マネジメント関連組織の役割や動向を報告し、日本の状況と比較するとともに、日本におけ
るアーツ・マネジメントの課題を⾒い出す。

 
＜事例報告②

「クラウドファンディング」という⾔葉は市⺠権を得てきているが、アートに関わる⼈がどう活⽤しているか、
まだ実例は少ないように思われる。そこで発表者が去年の夏から主宰しているプロジェクトを事例として、その
有⽤性と留意点を紹介し他の分野への適⽤に向けた⽰唆としたい。
１．クラウドファンディングとは︖
２．事例紹介︓【福島の病院にピアノと⾳楽を届けたい】プロジェクト
３．社会的なアート活動に対するクラウドファンディングの今後
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※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

■お申込みの際、懇親会への参加希望も合わせて、お知らせください。

＜お問い合わせ＞ 
日本アートマネジメント学会関東部会
静岡⽂化芸術大学⽂化・芸術研究センター内

8533 静岡県浜松市中区中央
457-6138（センター直

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
石川緋名子 

■豊島区⽴舞台芸術交流センター

■研究会参加費︓会員無料／非会員 500
2 月 10 日（⾦

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

■お申込みの際、懇親会への参加希望も合わせて、お知らせください。

日本アートマネジメント学会関東部会
静岡⽂化芸術大学⽂化・芸術研究センター内

静岡県浜松市中区中央 2
（センター直通）、

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp

■豊島区⽴舞台芸術交流センター

500 円 
日（⾦）までに事務局に

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp
※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

■お申込みの際、懇親会への参加希望も合わせて、お知らせください。

日本アートマネジメント学会関東部会 
静岡⽂化芸術大学⽂化・芸術研究センター内 

2-1-1 
通）、Fax 053

mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp

■豊島区⽴舞台芸術交流センター あうるすぽっと

 

までに事務局に
mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp 

※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。
■お申込みの際、懇親会への参加希望も合わせて、お知らせください。

Fax 053-457-6132(
mail  artsmanagement_kanto@yahoo.co.jp  

あうるすぽっと アクセス

  

〒

豊島区東池袋

TEL.03

 

e-mail にてお申し込みください。
 

※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。
■お申込みの際、懇親会への参加希望も合わせて、お知らせください。

6132(学部事務室

アクセス 

〒170-0013 

豊島区東池袋

TEL.03-5391-

 

「東京メトロ

6・7 出口より直結

「東京メトロ

1 出口より都電荒川線に乗り換え

（※下記参照）

または徒歩

「JR 池袋駅」（東口）より徒歩

※JR 池袋駅

「都電荒川線

 

都 02 乙系統

・「東池袋四丁目」停留所より徒歩

・「東池袋一丁目」停留所より徒歩

 

首都高速「東池袋」出入口よりすぐ

「あうるすぽっと」には専用の駐車場はございませ

ん。 

お来館の際は公共交通機関をご利用ください。

やむを得ず、お車でご来場の際は、必ず近隣の駐

車場をご利用ください。

 

有料駐輪場がございます。

最初の 2

でご利用いただけます。

にてお申し込みください。

※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。
■お申込みの際、懇親会への参加希望も合わせて、お知らせください。 

学部事務室) 

 
 

豊島区東池袋 4-5-2 ライズアリーナビル

-0751／FAX

「東京メトロ 有楽町線

出口より直結 

「東京メトロ 副都心線

出口より都電荒川線に乗り換え

下記参照） 

または徒歩 10 分 

池袋駅」（東口）より徒歩

池袋駅 東口を出てグリーン大通りを直進

「都電荒川線 東池袋四丁目駅」より徒歩

乙系統 池 86

・「東池袋四丁目」停留所より徒歩

・「東池袋一丁目」停留所より徒歩

首都高速「東池袋」出入口よりすぐ

「あうるすぽっと」には専用の駐車場はございませ

お来館の際は公共交通機関をご利用ください。

やむを得ず、お車でご来場の際は、必ず近隣の駐

車場をご利用ください。

有料駐輪場がございます。

2 時間まで無料。以降

でご利用いただけます。

にてお申し込みください。

※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。

 

ライズアリーナビル

FAX 03-5391-0752

 
有楽町線 東池袋駅」

副都心線 雑司ヶ谷駅」

出口より都電荒川線に乗り換え

 
池袋駅」（東口）より徒歩 10 分

東口を出てグリーン大通りを直進

 
東池袋四丁目駅」より徒歩

 
86 系統 

・「東池袋四丁目」停留所より徒歩

・「東池袋一丁目」停留所より徒歩

 
首都高速「東池袋」出入口よりすぐ

「あうるすぽっと」には専用の駐車場はございませ

お来館の際は公共交通機関をご利用ください。

やむを得ず、お車でご来場の際は、必ず近隣の駐

車場をご利用ください。 

 
有料駐輪場がございます。 

時間まで無料。以降 6 時間ごとに

でご利用いただけます。 

にてお申し込みください。 

※非会員の⽅は、お申込の際に御所属あるいは御職業等を可能な範囲でお知らせください。 

ライズアリーナビル 2F・3F 

0752 

東池袋駅」 

雑司ヶ谷駅」 

出口より都電荒川線に乗り換え 

分 

東口を出てグリーン大通りを直進

東池袋四丁目駅」より徒歩 2 分

・「東池袋四丁目」停留所より徒歩 2 分 

・「東池袋一丁目」停留所より徒歩 4 分 

首都高速「東池袋」出入口よりすぐ 

「あうるすぽっと」には専用の駐車場はございませ

お来館の際は公共交通機関をご利用ください。

やむを得ず、お車でご来場の際は、必ず近隣の駐

時間ごとに 100

東口を出てグリーン大通りを直進 

分 

「あうるすぽっと」には専用の駐車場はございませ

お来館の際は公共交通機関をご利用ください。 

やむを得ず、お車でご来場の際は、必ず近隣の駐

100 円


