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「ベップ・アート・マンス 2016」へのプログラム登録を希望される方は、 
この要項をよくご確認のうえ、手続きを行ってください。 

別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会　事務局　担当：神田 
〒874-0933 大分県別府市野口元町 2-35 菅建材ビル2階 
(NPO法人 BEPPU PROJECT内) 

プログラム登録要項  
募集期間：2016年6月1日(水)～7月11日(月)　　 

目　次  
P2 ・・・「ベップ・アート・マンス 2016」概要　 
P3 ・・・ 過去の実施プログラム例 
P4 ・・・ プログラム登録の特典 
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開催期間：2016年10月29日(土)～11月30日(水)  

※当日消印有効



■ 開催趣旨 
ベップ・アート・マンスとは、別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会が主
催する、別府で開催されるさまざまな文化事業を紹介し、開催を支援する登録型のプラットフ
ォーム事業です。小規模文化団体の育成・支援を目的に広報協力、事務局業務代行、企画立案
から実現に向けたサポートを行うことで、市民の主体的な参画を促進し、別府市における芸術
文化の振興と活力あふれる地域の実現を目指します。 

■ 運営構成 
主　催：別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会 (2016年5月16日現在) 
事業名：ベップ・アート・マンス 2016 
会　期：2016年10月29日(土)～11月30日(水) 
会　場：別府市内各所 
キャッチコピー：別府まちじゅう文化祭　町を歩けばいろんなアートに出会えます。 

■ 事業目的 
１．別府市における文化芸術の振興 
２．別府市における文化芸術の鑑賞機会の充実 
３．さまざまな芸術表現の発表機会の提供 
４．別府市における集客交流人口の多様化 
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平成28年度 文化庁 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

※当事業は助成金交付事業ではないため、実行委員会からプログラム企画者への金銭的サポ
ートは行いません。 

「ベップ・アート・マンス  2 0 1 6」  概要

実施年 開催期間 企画者数 
(単位：組) プログラム数

2010年 11月1日(月)～11月30日(火) [30日間] 27 43

2011年 11月1日(火)～11月30日(水) [30日間] 57 87

2012年 10月6日(土)～12月2日(日) [58日間] ※ 122 148
2013年 11月1日(金)～12月1日(日) [31日間] 75 86

2014年 11月1日(土)～11月30日(日) [30日間] 73 81

2015年 7月18日(土)～9月27日(日) [72日間] ※ 71 88

※2012年と2015年は別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」と同時開催

■ 過去の開催期間と参加プログラム数
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学生やNPO法人など、さまざ
まな市民の方がシンポジウム
や講座などのトークイベント
を開催しました。

トーク・シンポジウム

参加・体験

子どもから大人まで、多くの
人々が参加・体験できるワー
クショップが開催されました。

築100年の長屋で行われた、ヨガ体
験教室。

使われなくなった共同浴場での展覧
会にあわせたトーク。

カフェの一角で行われた、消しゴム
ハンコ制作体験。

学生主催による、ブータンの衣食住
について紹介するトーク。

国民学校時代の教科書のスライド上
映と、懐メロの鑑賞会。

鑑賞・展覧会

公民館やホール、駅構内や公
園など、さまざまな場所がパ
フォーマンスの舞台になりま
した。

歌や楽器の発表会から、プロ
のミュージシャンのコンサー
トまで、多彩な音楽イベント
や映画の上映会が開催されま
した。

ダンス・ 
パフォーマンス

児童館で行われたパフォーマンスイ
ベント。

北浜公園で行われたフラダンス。

趣のある近代建築の建物のお座敷で、
三味線の演奏会。

写真、書道、絵画、彫刻、現代
アートなど、幅広いジャンルの
展覧会が開催されました。

百貨店で行われたハワイアンキルト
の展示。

過去の実施プログラム例

音楽・映画

★詳細はWEBサイト上のパンフレットと実施報告書をご覧ください。

趣味で撮りためた写真を喫茶店で展
示。



 

① パンフレットやWEBサイトで、プログラムを広報 
ポスターや全ての登録プログラムを紹介するパンフレットを作成するとともに、WEBサイトに
てプログラムの案内や予約受付を行います。 

② 問い合わせ、予約受付窓口の代行 
プログラムの問い合わせへの対応と、必要に応じて事務局が予約受付・管理を手数料なしで代
行します。 
※会期中はJR別府駅構内に、企画PRや問い合わせ対応を行う特設インフォメーションセンタ
ー(有人)を設置予定です。 

③ 無料およびディスカウント料金で使用できる会場の紹介 
プログラム企画者は、当事業に登録された提供会場を無料もしくはディスカウント料金で使用
する事ができます。詳細は別紙「提供会場資料」をご覧ください。 
※「提供会場資料」はベップ・アート・マンスWEBサイトや郵送にて入手できます。 

④ プログラム実施に関わる相談およびサポート 
プログラム登録申請書の提出後、事務局によるヒアリング(面談)を行い、企画者の意向を確認
しながら未確定事項の決定や、実現性、安全性の確認等を行います。 
ヒアリングは事務局(NPO法人 BEPPU PROJECT事務所)にて行いますが、遠方の方はskype
等での対応も可能ですのでご相談ください。 
※事務局が指定した期日までに内容が確定できない場合は、プログラム登録申請を受理しかね
る可能性があります。予めご了承ください。 

⑤ プログラム企画者同士の交流機会の提供 
企画者同士の交流を目的とした「ベップ・アート・マンスをつくろう会」を毎月5のつく日に開
催しています。これまでベップ・アート・マンスに関わってきた方や、これから関わりたい方
と気軽にお話できる和やかな会です。プログラム準備中の方はもちろん、他の企画者の話を聞
いてみたい方、プログラムの企画について相談したい方もぜひご参加ください。 

当面の予定：2016年5/25(水)、6/5(日)、6/15(水)、6/25(土) 
　　　　　　場所・時間はWEBサイト等でご確認ください。 
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「ベップ・アート・マンスをつくろう会」
の様子

登録プログラム紹介記事(イメージ)

プログラム登録の特典
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プログラム登録申請～プログラム実施の流れ
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① プログラム登録申請書を入手する

プログラム登録申請書は下記のいずれかの方法で入手できます。 

①「ベップ・アート・マンス」 WEBサイトよりダウンロードする 
WEBサイト： http://www.beppuartmonth.com 

②下記の配布場所にて入手する 
・別府市役所４階 文化国際課(別府市上野口町１-15) 8:30-17:00 休み／土、日、祝 
・別府市立図書館(別府市千代町1-8) 9:00-19:00(土、日、祝は9:00-17:00) 休み／月、その他臨時休館あり 
・NPO法人 BEPPU PROJECT事務所(別府市野口元町２-35 菅建材ビル２階) 9:00-17:30 休み／土 
　日、祝 
・platform04 SELECT BEPPU(別府市中央町9-33) 11:00-18:00 休み／火(祝日の場合は営業) 
・platform02 Oita Made Shop(別府市元町6-21) 11:00-18:00 休み／火(祝日の場合は営業) 

③郵送にて入手する 
返信用封筒を送付の上、事務局にご請求ください。返信用封筒には140円切手を貼り、送付
先住所を必ずご記入ください。

②  プログラム登録申請書に必要事項を記入する

漏れがないように、全て記入してください。 
※確認事項のチェックボックスに印をつけ、署名・捺印を必ず行ってください。

③  事務局へ提出する  募集期間：6月1日 (水 )～7月11日 (月 )  当日消印有効

プログラム登録申請書と身分証明書の写しを事務局に下記のいずれかの方法で提出してくだ
さい。 
※上記２点の書類が揃っていない場合は受理しません。 

＜提出方法＞郵送または事務局へ持参 
【住所】〒874-0933  
　　　　別府市野口元町2-35 菅建材ビル２階（NPO法人 BEPPU PROJECT内） 
【宛先】別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会　事務局 

④  申請完了

プログラム登録申請書が受理されると、事務局よりメールまたは電話にてご連絡いたしま
す。 
★この時点ではプログラム登録は完了していません。プログラム登録申請書の提出順に事務
局が行うヒアリング(面談)を通じて、企画の詳細や実現性、安全面など検討した上で登録内
容を決定します。

プログラム登録申請方法

⑤  プログラム登録料の支払い

１プログラムにつき3,500円の登録料を8月19日(金)までに銀行振込または手渡しにて事務
局にお支払いください。 
■ お支払い先 
大分みらい信用金庫　支店名：本店営業部　普通 9396790 
口座名義：別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会　事務局長　山出淳也

http://www.beppuartmonth.com/


■ 登録資格 
広く文化芸術活動に取り組む団体や個人 
演劇、音楽、ダンス、盆栽、お茶、絵画、書道、絵本の読み聞かせなど、芸術活動や地域体験
など文化に携わる活動全てが該当します。 
※但し、上記に該当する団体・個人でも、宗教活動や政治活動を目的とするプログラムや、販 
売および事業展開を主目的とするプログラムは受け付けませんので、ご了承ください。 

 
未成年者の参加について 
・18歳未満の方がプログラムを登録する場合、プログラム登録申請書に保護者の自筆署名・捺 
印が必要です。但し、18歳未満の方は21時、16歳未満の方は18時まで、保護者同伴の場合
は22時までの撤収完了を原則とします。なお、学校や地域による定めがある場合はそれに準
じます。 

・団体メンバーに未成年者を含む場合は、必ず未成年の保護者より同意を得た上でプログラム 
を実施してください。また、代表者(未成年者の場合はその保護者として署名・捺印した者)
は別府市の条例に即し、未成年の保護に関する一切の責務を負うものとします。 

■ 登録条件 ※必ずご確認ください 
下記の登録条件に同意できない方は、プログラム登録をお断りさせていただきますので、予め
ご了承ください。 

1．当事業の目的を理解し、これに適うプログラムである事。 
2．当事業の会期中にプログラムが開始または完了するか、会期の一部が当事業の会期と重なるプログラ 
ムである事。 

3．申請した実施内容を滞りなく実行する事。 
4．規定の登録料(3,500円)を滞りなく支払う事。 
5．イベント保険は、各自の判断で適宜加入する事。 
6．プログラムに関する全ての広報資料に「ベップ・アート・マンス 2016」参加プログラムと分かる表 
記をする事(事務局よりロゴや文面を提供致します)。 

7．プログラムの来場者に対して規定の来場者アンケートを配布・回収し提出する事。 
8．プログラム実施後、プログラムの報告書、企画者アンケートを提出する事。 
9．性的描写、暴力的シーンの描写など、公序良俗に反する表現を含む可能性がある場合、必ず事前に申 
し出をする事。 

10．日本語での日常会話が可能である事(国籍は問いません)。 
11．事務局が定めたスケジュールを厳守する事。 

■ プログラム登録料　 
１プログラムにつき3,500円の登録料を8月19日(金)までに銀行振込または手渡しにて事務局
にお支払いください。これは当事業の広報物作成費に充当させていただきます。 
また、プログラムを確実に滞りなく行う事を互いに保証するものでもあります。 

■ プログラム実施会場　 
・プログラム実施会場は別府市内に限ります。 
・会場の形態(公民館、旅館、自宅など)は問いません。一般家庭など個人のスペースでも実施
　可能です。ご自宅やプライベートスペースでのプログラム実施についてもお気軽にご相談くだ 
　さい。 
・実行委員会が提供する会場もご利用いただけます。「提供会場」に関する詳細は別紙「提供 
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プログラム登録の諸注意



　会場資料」をご参照ください。 

■ 提供会場 
実行委員会の提供する、無料またはディスカウント料金で利用できる会場です。別紙「提供会
場資料」にて利用料金や設備、使用規定等の詳細をご確認ください。 
「提供会場資料」入手方法  
　①ベップ・アート・マンスWEBサイトよりダウンロード 
　②事務局にて入手 

■ ヒアリング ※必ずご確認ください 
・プログラム登録は事務局からのヒアリング(面談)を経て完了となります。 
・プログラム登録申請書の提出順に行う2回のヒアリングにて、プログラム登録可否を判断しま 
　す。 
・性的描写、暴力的シーンの描写など、公序良俗に反する表現を含む場合、事前に事務局にお  
申し出ください。申し出がないままプログラムを実施された場合、事務局側の判断でプログ 
ラムを中止することがあります。 

・登録時にプログラムの内容が全て確定している必要はありません。おおまかな内容でも申請 
　可能です。事務局とのヒアリングを通じて最終的に決定していただきます。 
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プログラム登録申請書に記入していただく個人情報の取り扱いについては、実行委員会のプラ
イバシーポリシーに準拠します。 

別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会　プライバシーポリシー 

私たちは、個人情報の適切な利用と保護を当団体の責務と捉え以下の取り組みを確実に推進い
たします。 

１．個人情報を取り扱う部門ごとに情報管理者を設置するとともに事務局員の役割と責任を明 
確にし、個人情報の適切な利用と保護に努めます。 

２．個人情報の提供をお願いする場合には、その利用目的、対応窓口などをお知らせし、目的 
の範囲内で個人情報を適切に取得し利用します。 

３．個人情報は、法令の定める場合など正当な理由があるときを除き、ご本人の許可なく、そ 
の情報を第三者へ開示・提供することはありません。 

４．個人情報を業務委託先に預託する場合には、先方に当団体と同等の情報保護を行うことを 
契約により義務づけたうえで管理監督を行い、流出などを防止します。 

５．個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに、流出、改ざん、漏えいなど 
を防止するため、合理的な安全対策を講じます。 

６．当団体に提供された個人情報の開示、訂正、利用停止などを希望された場合は、ご本人を 
確認した上で合理的な範囲で対応します。 

７．個人情報の取り扱いに関する会員様からの苦情を受けた場合、適切かつ迅速な対応に努め 
ます。 

８．個人情報に関する日本の法令のガイドラインを遵守するとともに、個人情報の取り扱いに 
ついても継続的に見直し、その改善に努めます。 

■ 当事業の概要や、登録方法等についてご質問のある方はお気軽にご連絡ください  

別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」実行委員会　事務局　担当：神田 
営業時間：9:00～17:30　休み：土・日・祝日 
〒874-0933 大分県別府市野口元町2-35 菅建材ビル２階(NPO法人 BEPPU PROJECT内) 
Tel：0977-22-3560　　Fax：0977-75-7012　 
E-mail：info@beppuartmonth.com 
URL : http://www.beppuartmonth.com
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プライバシーポリシー

お問い合わせ

mailto:info@mixedbathingworld.com
http://www.beppuartmonth.com

