別添
国際芸術祭「あいち 2022」の記者内覧会及び取材申込等について

１

記者内覧会・記者会見・プレス向けバスツアー及び関連イベントについて
(1)申込
以下の申込フォームにより、参加申し込みをお願いします。

【申込期間：７月１日（金）から７月 21 日（木）まで】
○申込フォーム URL

https://aichitriennale.jp/reception/press.php

(2) ７月 29 日（金）の日程【内覧会日】
①記者内覧会の受付場所・開場時間（最終入場時刻は終了時刻の 30 分前です。
）
会場
愛知芸術文化センター

受付場所
愛知芸術文化センター12 階
アートスペース E・F【プレスルーム】
（名古屋市東区東桜 1-13-2）

開場時間
10:00‐18:00
(※受付はプレス
ルームにて 9:15
から開始)

一宮市

オリナス一宮 インフォメーション

10:00‐18:00

（一宮市本町 2 丁目 4-34）

(一宮市役所は
17:15 まで)

常滑市陶磁器会館 インフォメーション

常滑市

10:00‐17:00

（常滑市栄町 3-8）

山田家住宅（旧山田薬局）インフォメーション

有松地区

10:00‐17:00

（名古屋市緑区有松 1811）

・上記の受付場所で、【プレス証】を発行します。プレス証を受取後、各内覧会場入口
にてプレス証を提示の上、ご入場ください。取材終了後は、プレス証を最寄りのイン
フォメーションまたはプレスルームへご返却ください。
※以下に記載の「プレス向けバスツアー」に参加される方は、ツアーに同行する組織委員会
スタッフへ返却することもできます。

・愛知芸術文化センター以外で受付を希望する場合は、申込時にその旨をご記載ください。
②開幕記者会見
片岡真実芸術監督、キュレーター等が登壇する開幕記者会見を以下のとおり開催しま
す。（先に 12 階プレスルームにてプレス証を受取後、ご参加下さい。）
時

間 7 月 29 日（金）10:00‐10:30

場

所 愛知芸術文化センター12 階

アートスペース A

（名古屋市東区東桜 1-13-2）
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③プレス向けバスツアー（愛知芸術文化センター、一宮市）
プレス向けバスツアーを行い、現地でキュレーター等による作品解説を行います。
（行程は以下のスケジュール表をご覧ください。
）
※バスツアーには定員がありますので、先着順での受付（各媒体 2 名まで）とさせていた
だきます。
※バスツアーに参加せず、現地でキュレーター等の作品解説のみを聞くこともできます。
※バスツアーから途中離脱することもできます。
※行程は現時点での予定です。交通事情等により変更となる場合があることを予めご了承
ください。

④オープニングセレモニー
時 間 7 月 29 日（金）18:00‐19:00（17:00 開場）
場

所 愛知県芸術劇場 大ホール（愛知芸術文化センター２階）

※受付でプレス証を提示のうえご入場ください。

⑤パフォーミングアーツ招待公演
トラジャル・ハレル
『シスター

あるいは 彼が体を埋めた ─ Sister or He Buried the Body』

（アーティスト情報

https://aichitriennale.jp/artists/trajal-harrell.html）

時

間 7 月 29 日（金）19:15‐19:45（18:45 受付開始、19:00 開場）

場

所 愛知県芸術劇場 小ホール（愛知芸術文化センター地下１階）

※定員 40 名程度（要申込・先着順）
※撮影不可です。また、開演後は入場をお断りすることがありますのでご注意ください。

【7 月 29 日（金）スケジュール（予定）
】
時間（目安）
9:15

内容
受付開始
【愛知芸術文化センター12 階 アートスペース E・F（プレスルーム）
】

10:00‐10:30

開幕記者会見
【愛知芸術文化センター12 階

10:30‐17:45

アートスペース A】

プレス向けバスツアー
10:30‐12:30

愛知芸術文化センター

12:30‐13:45

一宮市会場へ移動

13:45‐16:30

一宮市会場

17:45

愛知芸術文化センター到着予定

※行程は現時点での予定です。交通事情等により変更となる場合が
あることを予めご了承ください。

18:00‐19:00

オープニングセレモニー【愛知県芸術劇場 大ホール】

19:15‐19:45

パフォーミングアーツ招待公演【愛知県芸術劇場 小ホール】
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(3) 7 月 30 日（土）の日程【開幕日】
①プレス向けバスツアー（有松地区、常滑市）
開幕日の 7 月 30 日（土）にプレス向けバスツアーを行い、現地でキュレーター等
による作品解説を行います。（行程は以下のスケジュール表をご覧ください。）
※バスツアーには定員がありますので、先着順での受付（各媒体 2 名まで）とさせていた
だきます。
※バスツアーに参加せず、現地でキュレーター等の作品解説のみを聞くこともできます。
※バスツアーから途中離脱することもできます。
※行程は現時点での予定です。交通事情等により変更となる場合があることを予めご了承
ください。

②アーティストパフォーマンス
グレンダ・レオン コンサート（出演：野村誠）
（アーティスト情報

https://aichitriennale.jp/artists/glenda-Leon.html）

時

間 7 月 30 日（土）17:00 - 17:30

場

所 常滑市 旧丸利陶管 B 棟 2F

※定員 15 名、要申込・先着順
（定員が限られるため、各媒体 1 名までとさせていただきます。
）

【7 月 30 日（土）スケジュール（予定）
】
時間（目安）
9:15

内容
受付開始
【愛知芸術文化センター12 階 アートスペース E・F（プレスルーム）
】

9:45 頃

オープニングイベント（愛知芸術文化センター等）（予定）
※開幕のテープカットを予定。イベント詳細は後日ご案内いたします。

10:15

愛知芸術文化センター

１階玄関前集合

※事前に受付をお済ませください。
※有松地区での集合を希望される方は申込時にお知らせ下さい。

10:15‐17:00

プレス向けバスツアー
10:15‐11:00

有松地区会場へ移動

11:00‐12:45

有松地区会場

12:45‐14:00

常滑市会場へ移動

14:00‐17:00

常滑市会場

※行程は現時点での予定です。交通事情等により変更となる場合が
あることを予めご了承ください。

（ツアー解散）※1

17:00‐17:30

アーティストパフォーマンス（常滑市）

※希望者のみ

※1 ツアー解散後、希望者は愛知芸術文化センター行き（名古屋駅経由）のバスにご乗車
できます。愛知芸術文化センターには 18 時 30 分頃に到着予定です。
（希望者多数の場合、集合時に愛知芸術文化センターからご乗車された方を優先とさ
せていただきますのでご了承下さい。
）
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プレスルームの開設について
以下の日程で愛知芸術文化センター内にプレスルームを開設し、プレス証の発行、プレ

スキット（プレス向け資料等一式）の配布、プレスリリース等の資料配布、無料 Wi-Fi 等
のサービスを提供します。
日 程 ７月 28 日（木）～７月 31 日（日）
、８月２日（火）10:00‐18:00
※７月 29 日（金）、30 日（土）は 9:15 から開室
場

３

所 愛知芸術文化センター12F アートスペース E・F

会期中の取材申込について

(1)申込
以下の方法により申し込みをしてください。

【申込期限：取材の 3 日前まで】
○Web サイトの取材申込フォームから申し込み
W e b https://aichitriennale.jp/press/index.html
⇒「あいち 2022」公式 Web サイトのトップページ「プレス」より取材申込へ
1 日以内に返信がない場合は、TEL:052-971-0611 までお問い合わせください。
(2)プレス証の発行
取材申込時に申請いただいた取材会場の以下のインフォメーションでプレス証を受
け取り、入口でプレス証を提示の上、ご入場ください。取材終了後は、最寄りの受付
場所へプレス証をご返却ください。
（※組織委員会スタッフが取材に立ち会う場合は、スタッフからお渡しいたします。
）
会場

受付場所

休館日

開館時間

愛知芸術文化

愛知芸術文化センター10F インフォ

月曜日

10:00‐18:00

センター

メーション （※7 月 28 日～31 日、8 月 2 日は

(祝休日は開

(金曜日は 20:00

12F プレスルームで受付）

館)

オリナス一宮 インフォメーション

月曜日

10:00‐18:00

（一宮市本町 2 丁目 4-34）

(祝休日は開

(一宮市役所は

一宮市

館)

常滑市

常滑市陶磁器会館 インフォメーション

まで開館)

17:15 まで)

水曜日

10:00‐17:00

山田家住宅（旧山田薬局）インフォメー 水曜日

10:00‐17:00

（常滑市栄町 3-8）

有松地区

ション
（名古屋市緑区有松 1811）
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取材に関する問合せ先
国際芸術祭「あいち」組織委員会事務局

広報グループ

〒461-8525 愛知県名古屋市東区東桜 1-13-2 愛知芸術文化センター内
TEL：052-971-0611
FAX：052-971-6115
E-mail: press@aichitriennale.jp
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