
いぶすきシルバー美術展募集要項	 

	 

１	 サブテーマ	 

	 	 溢れる意気込み若々しさ,円熟した人生の作品が輝く表舞台	 

	 

２	 趣旨	 

	 	 	 近年，生涯学習時代における高齢者の生きがいづくりの場として，活発な創作活動

が展開されています。いぶすきシルバー美術展は，60 歳以上の方々の作品を広く全国

から公募し，生きる証としての創作活動の一層の充実と芸術文化の振興に寄与するも

のです。	 

	 

３	 主催者	 

文化庁	 鹿児島県	 鹿児島県教育委員会	 指宿市	 指宿市教育委員会	 第 30 回国民文化祭

鹿児島県実行委員会	 第 30 回国民文化祭指宿市実行委員会	 

	 

４	 事業内容	 

洋画（油絵），日本画（水墨画を含む）・水彩画その他として版画，押し花絵，ちぎり

絵，和紙はり絵【工芸作品を除く】を募集し，審査のうえ表彰します。また，応募のあ

った全点を展示します。	 	 	 

	 

５	 応募規定	 

（１）応募作品	 

部門は，≪洋画部門≫	 洋画(油絵），≪日本画・水彩画その他部門≫	 日本画（水

墨画を含む），水彩画，版画，押し花絵，ちぎり絵，和紙はり絵【工芸作品を除く】

とします。	 

① 応募資格は平成２７年で満６０歳以上になられる方に限ります。	 
② 応募作品の大きさは，２０号（縦 73 ㎝×横 61 ㎝）以内とします。	 
③ 作品には必ず仮額縁を付けてください。ガラスは使用しないでください。ただ
し，アクリル板は使用しても結構です。	 

	 	 ※	 仮額縁とは金箔塗りや浮き彫りなどが施された額幅の広いものでなく画材

店等で市販されているスチール製の額のことです。	 

④ 搬入作品には額縁に吊りひも（ビニールひもは不可）を必ず取り付けてくださ
い。	 

⑤ 作品の裏左上に作品票（C）を貼ってください。また，作品の裏面に，部門，上
下（天地)，住所，氏名，題名を明記してください。	 

⑥ 応募作品は，他の公募展に出展していない作品に限ります。	 
⑦ 出展数は１人１点です。	 

	 

	 



（２）作品添付書類	 

応募作品には,次の書類を提出してください。	 

① 出品申込書（Ａ）	 	 
② 作品預かり証（Ｂ）	 
③ 作品貼付票（Ｃ）	 
④ 応募料の郵便振替払込請求書兼受領証またはその写し（出品申込書Ａに貼付）	 
※	 応募書類は，楷書で必要事項をすべて記入してください。記入漏れのある場合や

書類の不備等が認められる場合は，受け付けません。その場合においても，納入

された応募料は返却しません。	 

（３）搬入方法	 

①	 搬入は,出品者の持参による直接搬入のほか，代理人または運送業者による搬入

も可能です。	 

※	 代理人に搬入を依頼される場合は,開梱までを依頼し，検品が済むまで立ち会う

ようにしてください。	 

② 搬入日時は厳守してください。	 	 
③ 8 月 31 日までの応募申込手続きの終わっていない場合は，作品搬入は受け付け
ません。	 

④	 梱包材は,返送のために主催者が終了まで保管いたします。	 

⑤	 輸送中の事故・破損については，その責任を負いかねますのでご了承ください。	 

（４）作品預かり証の交付	 

作品預かり証（Ｂ）は，搬入手続きを行った方にお渡しします。	 

	 	 	 ただし，運送業者等による搬入の場合は，審査結果通知書とともに本人に郵送しま

す。	 

（５）搬入の日時と場所	 

【搬入期間】	 	 	 平成２７年９月１１日（金）～１３日（日）	 

１０：００～１６：００	 

【搬入場所】	 ふれあいプラザなのはな館	 

（住所：〒891-0404 鹿児島県指宿市東方 9300 番地 1）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ※上記の期間に届くように搬入手続きをとってください。	 

	 

６	 審査	 

（１）審査	 

	 	 次の審査員による審査を行います。審査の結果は，直接応募者に文書で通知します（電

話による照会には応じられません）。なお，審査についての問い合わせ及び異議は受理し

ません。	 

（２）審査員	 	 	 	 

	 【洋	 画】今井信吾，佳月優，西健吉，堀川素弘，前畑省三，	 

	 【日本画・水彩画その他】石踊紘一，岩脇哲也，駒井敏行	 

	 	 	 	 ※五十音順，敬称略	 

	 



７	 賞	 

	 全体で，次の賞を設定し，入賞者には賞状を贈呈します。なお，出品者に全員の作品を

掲載した図録を贈呈します。	 

文部科学大臣賞	 国民文化祭実行委員会会長賞	 鹿児島県知事賞	 第 30 回国民文化祭鹿

児島県実行委員会会長賞	 鹿児島県議会議長賞	 鹿児島県教育委員会教育長賞	 指宿市長

賞	 第 30 回国民文化祭指宿市実行委員会会長賞	 指宿市議会議長賞	 指宿市教育委員会

教育長賞	 ほか	 

	 

８	 応募申込	 

	 応募料の払込みをもって，応募申し込みとします。	 

	 平成２７年８月３１日（月）までに払込みを完了してください。	 

	 応募料は，	 1 人２，０００円です。（払い込み手数料等は，応募者の負担となります）	 

※	 返送の際の着払いを希望される方は，梱包料２，５００円を加算してください。	 

	 応募料等の送金は，次の郵便振替口座を利用してください。	 

（振替口座）	 ０２０１０－４－４６３４４	 

（加入者名）	 いぶすきシルバー美術展実行委員会	 

	 ※	 ご依頼人通信欄には，「応募する部門」「作品の向き・大きさ」「連絡先の電話番号」

を必ず記載してください。	 

	 ※	 作品の額装，表装及び搬入，搬出に要する経費は，応募者の負担とします。	 

	 

９	 作品の搬出	 

（１）	 搬出方法	 

	 	 ①応募者本人または代理人が搬出する場合	 

	 	 	 作品預り証（Ｂ）と引き換えに作品を返却します。預り証（Ｂ）のない場合は，作

品の引渡しを拒否することもあります。	 

	 	 ②宅配便を希望する応募者については，主催者が指定する搬出業者から着払いでお引

渡しします。この場合，梱包料として２，５００円が必要ですので，応募料に合算

して払込みしてください。	 

③やむを得ず指定の搬出日時に受け取ることができない場合（宅配便を希望し忘れた

場合を含む）は，主催者が指定する搬出業者から応募者あてに必要経費（送料等）

を応募者負担（着払い）で返送します。梱包料が払われていない場合には，払い込

みをもって返送いたします。	 

※輸送中の事故，破損については，その責任を負いかねますのでご了承ください。	 

※規定の期日以後は，保管の責任を負いかねます。	 

（２）搬出の日時と場所	 

【搬出日時】平成２７年１１月１１日（水）～１２日(木)	 	 

	 １０：００～１６：３０	 

【搬出場所】ふれあいプラザなのはな館	 

	 

	 



１０	 その他注意事項	 

（１）施設・備品を傷つけたり破損したりする恐れがある作品，本美術展の趣旨及び会

場の使用規定に反する作品，展示不可能な作品等は応募できません。	 

（２）応募規定，応募方法は厳守してください。	 

（３）作品の展示は主催者が行います。なお，展示方法についての異議は，一切認めま

せん。	 

（４）主催者は，応募作品の管理に十分注意を払いますが，不慮の災害・事故による作

品の破損・亡失等については責任を負いません。これらの場合の保険については，

各自保険会社に相談して加入してください。	 

（５）作品の著作権は，作者に帰属するものとします。ただし，主催者が広報・図録作

成などに必要な場合には，応募作品を使用できるものとします。	 

（６）作品が入賞・入選した場合，入賞者および入選者の氏名，居住市町村名について，

新聞等に掲載される場合があることをご了承ください。	 

（７）文部科学大臣賞を受けた作品は，国民文化祭が終わった後のいぶすきシルバー美

術展のパンフレット等で使用できるものとします。	 

※個人情報の取り扱いについて	 

第 30 回国民文化祭指宿市実行委員会では，個人情報の保護に 大限努めるととも

に，適切な利用及び適正な管理を行います。応募時に出品申込書（Ａ）等に記載い

ただいた内容については，本展に係る下記の目的に使用します。	 

◎同展の企画・運営・広報	 	 	 	 	 	 ◎不明確認事項が生じた場合の緊急連絡	 

	 ◎同展に関連する情報の郵送又は連絡	 ◎次回以降開催地への情報提供	 

	 

１１	 問い合わせ先	 

第30回国民文化祭指宿市実行委員会事務局	 

〒８９１―０４０３	 指宿市十二町２２９０	 	 

指宿市考古博物館	 時遊館COCCOはしむれ	 

（指宿市教育委員会社会教育課内）	 

ＴＥＬ	 ０９９３（２３）５１００(代)	 

	 ０９９３（２３）５１３２(直通)	 

ＦＡＸ	 ０９９３（２３）５０００	 

E-mail	 kokubun@city.ibusuki.lg.jp	 

	 


	group_1: Off
	toggle_2: Off
	toggle_4: Off


