
2023年度「隅田川 森羅万象 墨に夢」プロジェクト企画応募用紙 

記入日： 2023年 4月 15日 

※応募用紙は、A4正寸で最大 4 ページに収めてください。 

※文字の大きさは、10 ポイント以上で記入してください。 

応

募

者 

・ 

団

体

情

報 

団体名（ふりがな） 隅田川文化推進委員会（すみだがわぶんかすいしんいいんかい） 

代表者名（ふりがな） 墨田 望（すみだ のぞみ） 

WEB サイト 

・SNSアカウント 

www.sumidabunka.co.jp 

Facebook/twitter/instagram : sumida-bunka 

連

絡

先 

担当者名 墨田 光（すみだ ひかり） 

住所 
〒000－0000 

東京都墨田区東向島 1丁目 31-11 

TEL/携帯電話 03-0000-0000/090-0000-0000 

FAX 03-0000-0000 

E-mail 
＊sumiyume@sumida-bunka.jpからのメール、添付ファイルの受信可能なアドレス 

sumida-bunka@gmail.com 

団体（個人）の活動趣旨 

隅田川に江戸時代に栄えた文化を広く振興・推進するため、江戸時代の文献のリサーチや、子供たちを対象とし

たイベント「川開き会」を毎年夏に開催しています。 

実績 ＊過去実施のイベント名・実施日・会場・来場者数など   

2018年 7月 20日 川開き会 墨田区吾妻橋船着き場 来場者 200人 

2017年 7月 20日 花火とライブ（出演：○○○○） 中央区佃テラス 来場者 500人 

2016年 7月 20日 川開き会 日本橋防災船着き場 来場者 100 人 

2016年 3月 当会発足 

すみゆめへの応募動機  ＊すみゆめの趣旨とどう関連しているか、どのように関わりたいかをご記入ください。 

これまで日本橋を拠点に活動していましたが、4 月から墨田区にアトリエを移転することになり、地域の芸術団体

とのネットワークづくりや、近隣の方々へ団体の活動を知ってもらいたいため。 
 

企 

画 

内 

容 

企画名 「江戸の遊びと江戸の暮らし」展（仮称） 

実施日時 2023年 9月 XX日（土）～10月 XX日（日）／毎週土・日８日間 

開催場所 

*具体的な会場名または会

場の要件を記入ください。 

会場名 ○×ホール            （予約済・仮予約・検討中） 

【会場の要件/定員数、使用形態等】 

30 名程度が入れる空間で、写真やパネルを展示できる壁面のある場所。展示スペ

ースでなくても、古民家などでも展示可。 

共催 無し 

協賛・助成・後援 河田振興財団 環境助成金         （確定・申請中・申請予定） 

企画の目的、趣旨 

江戸時代の文化の伝承と、川沿いでの楽しい過ごし方を提案する遊びを開発します。これまでの活動紹介とあわ

せて、展覧会での紹介とワークショップを行い、今回の活動をきっかけとして、今後も川沿いに暮らす子どもたちと

一緒に、この新たな遊びを普及していきます。 

具体的な内容 

団体メンバーがゲスト・アーティスとともにリサーチ・チームを発足。5 月より江戸の遊びをリサーチし、隅田川でも

できる遊びへと応用・変換し、新たな遊びを発明します。9 月からの展覧会では、リサーチ結果をまとめた冊子及

びパネルを展示するとともにワークショップを実施。新たに発明した遊びを紹介する映像を撮影し、展示会場及び

協力してくれる店舗等をサテライト会場として上映します。 

記入例 



出演・出品者名（アーティスト名等） 

○○○○（現代美術家） 

テーマ（北斎・隅田川・地域資源）との関連性 

葛飾北斎が活躍した江戸時代、その頃に栄えた川の文化や暮らしの中で育まれてきた遊びについて、北斎の作

品などを参照しながらリサーチしていきます。リサーチに基づき、ゲスト・アーティストとともに新たな遊びを隅田川

流にアレンジして開発します。 

参加・来場者見込み 

＊準備段階等で地域住民や他団体と協働予定がある場合は、具体的に内容を記入ください 

400人 

【詳細】展覧会来場者：360人、ワークショップ参加者：40人 

協力先：すみだ郷土博物館（リサーチ協力）、区内協力店舗（サテライト展示）2件 

想定される効果 

＊企画を実施することでどのようなことが起きると想定されるか、波及効果などをご記入ください。 

・リサーチを通して、郷土文化に詳しい地元の方や専門家、子ども関係の活動団体、クリエーター等とのつながり

が当団体に集積し、これまでつながりがなかった団体や個人同士のハブになる。 

・展示を通して、子どもたちの郷土の歴史や文化に対する興味・関心が高まる。 

特記事項 

＊団体として新たに取り組むこと、継続して実施している活動であれば前回からの改善点、社会的意義などをご記入ください。 

今年度は遊びの開発を目標としていますが、今後、この遊びを普及していくプログラムを継続していく予定です。

墨田区内の児童館と一緒に活動し、川沿いならではの暮らしと結びつく文化として根付かせたいと考えています。 

参考資料の添付 ■有 *A4 用紙 2 枚まで   □無 
 

実 
施 

体 

制 

主催団体の構成員 ＊外部委託先を含め、事業実施に関わる全てのメンバーをお書きください。 

氏名 所属 役割 担当業務の内容 

墨田 望 隅田川文化推進委員会 企画・統括 企画、進行管理 

墨田 叶 隅田川文化推進委員会 渉外、会場運営 
リサーチ協力者や協力店との調整、会

場運営 

墨田 玉江 隅田川文化推進委員会 広報、会場運営 チラシ制作、SNS運用、会場運営 

墨田 光 隅田川文化推進委員会 会計、会場運営 予算・出納管理、会場運営 

○○○○ 隅田川文化推進委員会 設営 展覧会の設営 

○○○○ 〇〇スタジオ 記録 映像撮影、編集 

○○○○ 〇〇デザイン デザイナー 広報物、冊子、パネルのデザイン 

○○○○  ゲスト・アーティスト 
リサーチ、遊びの開発、ワークショップ

の進行 

○○○○ すみだ郷土博物館 リサーチ協力者 江戸の遊びに関するリサーチ協力 

○○○○ 〇〇大学 リサーチ協力者 江戸の遊びに関するリサーチ協力 
 

収
支
計
画 

収
入 

項目 内訳（単価等も記載） 金額（円） 

入場料・参加費 ワークショップ参加費 500×10人×4回 20,000 

協賛・助成・寄付等 

*すみゆめの補助金（希望額）

は記載しないでください。 

河田振興財団 環境助成金（申請予定） 200,000 

その他 団体会費から補填 1,000×5人 5,000 

収入計 225,000 



支
出 

項目 内訳（単価等も記載） 金額（円） 

施設使用料 展示会場（一日 10,000×8日） 80,000 

設営・舞台費 
展示施工 5万円、映像モニターレンタル 3万、展示物

作成 10万 
180,000 

出演料・謝金 
アーティスト謝金 5万、設営スタッフ 1万×3人、 

会場監視アルバイト謝金（一日 10,000×8日） 
160,000 

宣伝・印刷費 チラシデザイン 3万、印刷 2000部 3万 60,000 

通信・運搬費 チラシ送付 3万、機材運搬費 3万 60,000 

記録費 ＰＶ映像編集 10万、記録スチール撮影 3万 130,000 

その他 リサーチ交通費 1万、保険料 5千円 15,000 

支出計 685,000 

収支差額（収入-支出：補助希望額） 460,000 
 

支 

援 

等 

ご 

要 

望 

公共施設使用や申請等の支援 

＊墨田区が管理する施設や公園等を

使用希望の場合は具体的にご記入く

ださい。 

□不要 ■要 

【具体的な内容】 

PV撮影のための隅田川テラスの申請についてアドバイスをお願いしたい。 

技術に関する支援 

＊別途、作業にかかる費用はご負担

いただきます。 

□不要 ■要 （■展示施工  □音響照明） 

【具体的な内容】 

会場レイアウトについてのアドバイスと、展示作業の補助をお願いしたい。 

メーリングリスト登録希望 

＊すみゆめの情報をお届けします。 
■希望する □希望しない □すでに登録している 

すみだ文化情報サイト掲載希望 

＊墨田区内で活動する団体・イベント

の情報を発信しています。 

■希望する □希望しない □すでに登録している 

 

＊ご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法その他関係法令に則り、本事業において必要な範囲以外では使用いたしません。 

 

【問い合わせ・応募先】 

「隅田川 森羅万象 墨に夢」実行委員会 事務局 

〒130-0013 東京都墨田区錦糸一丁目 2-3 公益財団法人墨田区文化振興財団 内   

TEL:03-5608-5446（平日 9:30～16:00） FAX:03-5608-1289 E-mail: sumiyume@sumida-bunka.jp 


