［お問い合わせ先 / 取材申込み先］

イムズ プレスリリース

イムズ マーケットプロモーション部
広報担当 ： 塚本、古場
〒810-0001 福岡市中央区天神1-7-11 11F
TEL: 092-733-2016 FAX: 092-716-0075
URL: http://www.ims.co.jp
e-mail: h-tsukamoto@ims.co.jp
広報業務受託会社 キナックスホールディングス

2012年 2月17日
＜FAX1/4枚＞

メディア関係各位

イムズ２３周年誕生祭いよいよ３月１日（木）からスタート！！

IMS BIRTH FESTA 2012
“さぁ！あなたから笑おう。”
あの大震災から1年目の春---。
イムズでは九州から日本中に元気と笑顔を届けたいという想いを込めて
多彩な文化催事、イベントを盛りだくさんでお届けします。

キャンペーン開催期間：2012.3.1 thu.～5.6 sun.
東日本大震災という未曾有の災害から１年が経ち、誰もが健全な笑顔や活力を取り戻したいと心から願う2012年春。
商都・天神で24年目を迎える今年のイムズ誕生祭『IMS BIRTH FESTA』では、“さぁ！あなたから笑おう。” というメッ
セージに、九州から日本中に元気と笑顔を発信したいという想いを込めて、さまざまな文化催事やイベントをお届けして
いきます。
九州・東北のアーティスト作品を展示販売し、作家間の交流を促すことで文化面から復興をサポートしようとするプロ
ジェクトや、国内外の被災地や紛争地からの笑顔を届けるというコミュニケーションアートの展示イベントなど、盛りだくさ
んの展開にぜひご期待ください。

BIRTH FESTA 第1弾 イベント
3.11を忘れない。
●東北と九州の感性が集う
『東北九州プロジェクト vol.5 ファイナル 天神』
3.1 thu.～3.14 tue.

BIRTH FESTA 第2弾イベント
イムズプラザが花いっぱいの空間に。
●「蜷川実花・蜷川宏子 二人展」開催記念
『Dear Flowers』
3.16 fri.～4.1 sun.

BIRTH FESTA 第3弾イベント
福岡からあなたの笑顔を届けよう！
IMS×MERRY PROJECT
『MERRY IN FUKUOKA』

CHECK
!

●IMS×MERRY PROJECT 『MERRY IN FUKUOKA』
4.3 tue.～5.6 sun.
次頁より、各イベントの詳細をお知らせしています >>>

第3弾『MERRY IN FUKUOKA』のプレイベントとして、
MERRY PROJECT主宰・水谷孝次氏が来福！（3月3日～6日）
エキシビジョン会場の展示に使用する笑顔の写真の撮影会や、
東日本大震災の被災地の子供たちの笑顔の傘で天神を歩くプロジェクト
なども開催する予定です。
詳細は4ページ目をご覧ください。

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。
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IMS BIRTH FESTA 2012 : 2012.3.1～5.6

ＢＩＲＴＨ ＦＥＳＴＡ 第１弾 イベント

東北と九州の感性が集う
『東北九州プロジェクト vol.5 ファイナル 天神』
東北地方の復興活動に対して、九州から、そして文化面から、長中期的に｢連携｣して
取り組めないか考えられ、立ち上がった福岡発のプロジェクト。
昨年７月の福岡を皮切りに、東北各県と九州の各会場都市のデザイナー・アーティス
トの作品を期間限定で展示販売するイベントを九州各地で巡回してきましたが、この
春その集大成的な形としてイムズプラザで開催します。
東北作家の作品の売上は全て各作家または団体へ還元され、九州作家の作品の売
上による利益はプロジェクト継続のための運営資金に充てられます。

3.1 thu.～3.14 tue.
B2Fイムズプラザ
入場無料
主催／東北九州プロジェクト実行委員会 特別協力／イムズ

<これまでの開催地>
2011.7.8～15 福岡
（アミュプラザ博多）
2011.10.14～23 長崎
（アミュプラザ長崎）
2011.11.3～14 鹿児島
（アミュプラザ鹿児島）
2012.1.28 熊本
（長崎書店）

<過去の開催会場の様子>

福岡

ビルド・フルーガス(仙台) / 「Mi amas TOHOKU」

長崎

【関連企画】

【同時開催】

●TKP Special Workshop ｢ピース・オブ・ジャパン｣

●大沼英樹 『 それでも咲いていた 千年桜 』 写真展

宮城県・仙台を拠点に“まちとアート”をテーマにさまざまな活動
に取り組んでいるアーティスト・門脇篤氏によるワークショップ。
プラスチックダンボール（プラダン）のブロックに参加者の思いを
綴ってもらい、東北の人が書いたプラダンと共に積み上げて、
幅5ｍの大きな日本地図を作ります！

長年、全国各地の桜をライフワークとして撮り続けてきた
仙台在住の写真家・大沼英樹氏。東日本大震災の被災地
で記録した“記憶されるべき桜たち”10作品を『東北九州プ
ロジェクト vol.5 ファイナル 天神』会場内にて展示します。

3.3 sat. 15:00～18:00／3.4 sun. 14:00～17:00
B2Fイムズプラザ
参加無料

3.1 thu.～3.14 sun.
B2Fイムズプラザ
入場無料

※上記日程は作家来場による滞在制作。
※3.3 sat.15:00以降は会期中いつでも参加可能です。

●TKP Talk vol.5 in TENJIN
｢震災後のさまざまな活動と、これから（仮）｣
ゲスト：
門脇篤氏（アーティスト、まちとアート研究所主宰／仙台）
田北雅裕（九州大学大学院専任講師／福岡）

3.3 sat. 18:30～
B2Fイムズプラザ
入場無料

大沼英樹写真集「それでも咲いていた 千年桜」より／岩手県陸前高田市の桜

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。
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IMS BIRTH FESTA 2012 : 2012.3.1～5.6

BIRTH FESTA 第２弾 イベント

「蜷川実花・蜷川宏子 二人展」開催記念 『Dear Flowers』
日本を代表する写真家として広告・ファッション・写真集や展覧会などで精力的に活躍
する蜷川実花と、その母親であり、国際的に活動する蜷川幸雄の妻として日々の生活
の中から次々と作品を生み出しているパッチワークキルト作家・蜷川宏子との二人展
開催（８Ｆ三菱地所アルティアム／3月20日～4月22日）を記念して、イムズプラザでは
色彩豊かな生花をふんだんに使い、華やかな空間演出を行います。
イムズプラザの会場構成は、空間デザイナー・楠田雅史（parastyle）が手掛けます。

3.16 fri.～4.1 sun.
B2Fイムズプラザ
入場無料
© mika ninagawa
Courtesy of Tomio Koyama Gallery

《 三菱地所アルティアム 展覧会情報 》

蜷川実花・蜷川宏子 二人展
～写真とパッチワーク・キルト、母と娘のコラボレーション～
3.20 tue.～4.22 sun. ※休館日／4.17 tue.
会場： 8F三菱地所アルティアム
入場料： 一般400円（300円）、学生300円（200円）
（ ）内は前売り料金／チケットぴあ
※再入場可、高校生以下及びアルティアムカード会員は無料
主催：三菱地所、三菱地所アルティアム、イムズ、西日本新聞社
後援：福岡市、福岡市教育委員会、(財)福岡市文化芸術振興財団
企画制作：ラッキースター、ラップネット
お問合せ先：三菱地所アルティアム Tel 092-733-2050

蜷川宏子キルト作品（部分）
撮影：蜷川実花
© mika ninagawa
Courtesy of Tomio Koyama Gallery

Special Event
この春オープンする九州初・福岡初のショップも参加予定！

2012春夏コレクション

IMS FLOWER FASHION SHOW 2012
3.17 sat. ①15:00～ ②17:00～

B2Fイムズプラザ 『Dear Flowers』会場内
入場無料
この春イムズには20のショップがニュー＆リニューアルオープン。鮮やかな花々で
いっぱいの『Dear Flowers』会場に、イムズ館内ショップおすすめの2012年春夏
ファッションアイテムが勢ぞろい！イムズプラザがさらに華やかな雰囲気に包まれ
ます。

<館内イメージ>

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

［お問い合わせ先 / 取材申込み先］
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IMS BIRTH FESTA 2012 : 2012.3.1～5.6

BIRTH FESTA 第３弾 イベント

IMS×MERRY PROJECT 『MERRY IN FUKUOKA』
｢笑顔は世界共通のコミュニケーション｣をテーマに、“MERRY（楽しい、幸せ、夢など）”の
輪を広げていくコミュニケーションアート『MERRY PROJECT』。
主宰するアートディレクター・水谷孝次氏はこれまでに世界26の国と地域で3万人以上
を取材、その笑顔を撮影し、傘やポスターにあしらった写真とメッセージを各地で展示
する活動を精力的に行っています。今回、イムズとのコラボレーションにより、東日本大
震災被災各地で撮影された子供たちの笑顔の傘をインスタレーション化。震災から1年
を前にした3/3～3/6に、イムズ館内で撮影された参加者の笑顔とメッセージを合わせて
展示し、九州から被災地へ、延いては日本中に元気と“MERRY”を発信します。

4.3 tue.～5.6 sun.

3.3 sat.
水谷孝次氏

B2Fイムズプラザ
入場無料

取材会

後援／福岡市、「がんばろう日本」福岡・九州推進協議会

Special Event_Ⅰ
MERRY PROJECT主宰・水谷孝次氏が来館！！

<館内イメージ>

10:00～10:30
1Fアトリウム

『MERRY IN FUKUOKA』 笑顔の写真撮影会
3.3 sat./3.5 sun./3.6 tue.
10：00～16：30
（3日は10：30～16：30）

水谷孝次 Koji Mizutani

1F正面玄関アトリウム
1F外周イムズスクエア
参加無料 ※要整理券

MERRY PROJECT代表
（株）水谷事務所 代表取締役
アートディレクター／グラフィックデザイナー

｢MERRY PROJECT｣を主宰する水谷孝次氏による福岡での撮影会を行います。
撮影した方々の笑顔いっぱいのポートレートとメッセージは、4月3日からB2Fイムズ
プラザで開催するエキシビジョン会場にて展示します。

Special Event_Ⅱ
被災地への思いを込め、笑顔の傘で天神を歩こう！

MERRY UMBRELLA TENJIN WALK
3.4 sun. 13：00～
出発・到着：1F外周イムズスクエア ※予定
「MERRY PROJECT」を象徴する、
MERRY UMBRELLA（笑顔の傘）。
東北被災地の子供たちの笑顔をあしらった
傘をさして、ボランティアスタッフが天神の街
を練り歩き、復興への願いを表現します。

》
《速報

。
から1年 !!
災
震
大
定
東日本 ョップ開催決
シ
ク
ワー

1951年名古屋市生まれ。日本デザインセンターを
経て、1983年水谷事務所設立。1982年東京ADC賞
をはじめ、国内外のグラフィックデザイン界において
数々の賞を受賞。「笑顔は世界共通のコミュニケー
ション」を合言葉に、’99年より「MERRY PROJECT」を
開始。’05年には愛知万博「愛・地球広場」にて
「MERRY EXPO」を展開。’08年北京オリンピック開
会式のオープニングセレモニーに芸術顧問として参
加。 ’10年上海万博と東京・渋谷をライブで繋ぎ、子
どもたちのMERRYな笑顔がプリントされた傘を同時
に開く「Merry Umbrella Project」を実施。東日本大
震災以降は、被災地の復興支援プロジェクトとして
「MERRY SMILE ACTION」を立ち上げ、被災地の復
興を継続的に支援する活動を展開している。また、
10年目の9.11と3.11の半年を機に、NYから世界に
向けて「子どもたちの笑顔は未来への希望」という
メッセージを発信する「MERRY IN NY 2011」を開催。
世界26カ国で撮影した30,000人以上の笑顔とメッ
セージはウェブサイトでも見ることができる。
http://www.merryproject.com/

東北復興支援 『赤べこプロジェクト展 in 福岡』
～自分だけのオリジナル赤べこを作ろう！～（仮）

3.11 sun. ／ 9Fイムズホール
※詳細は後日リリースでお知らせいたします。またはお問合せください。

※ ご取材頂ける場合はお手数ですが、取材申込書の提出をお願いしておりますので、イムズ広報担当までご連絡頂きますよう宜しくお願い致します。

