
第76回 多治見市美術展　出品作品　貼付票 第76回 多治見市美術展　申込受付済み証（出品者控え）❸❷

【搬入日時】 11月6日（火）　13：00～18：30

【搬入場所】 セラミックパークMINO  展示ホール
　　　　　　　　多治見市東町4-2-5

※出品料領収の時点で当欄に捺印

一般　　　900円
中高校生　400円

(搬入当日に申込票提出の場合 )
一般　　1,200円
中高校生　600円

出品料領収印

日本画　・　洋　画　・　工　芸　・　彫　塑

写　真　・　書　道　・　デザイン
○を付け
て下さい

部  門

氏  名

ふりがな

日本画　・　洋　画　・　工　芸　・　彫　塑

写　真　・　書　道　・　デザイン

〒（　　　　－　　　　　　　）

○を付け
て下さい

部  門

ふりがな

題  名

住  所

氏  名

ふりがな 上記内容でお申込の受付をいたしました。
また、上記の作品を11月6日にお預かり
いたします。

本証を、搬入および搬出の際に、
必ずご持参ください。

※選外作品は、会期中3日間とも搬出いただけます。

搬入：11月  6 日(火） 13：00～18：30
搬出：11月11日(日） 16：30～18：00
　　　または
　　　11月12日(月）   9：00～12：00

必ずこの票を作品裏側の右上に貼り付けて、
搬入してください。

平成30年度　第76回　多治見市美術展出品申込票 ❶
日本画 ・ 洋画 ・ 工芸 ・ 彫塑 ・ 写真 ・ 書道 ・ デザイン

〒（　　　　　－　　　　　　　　）

年　齢

歳

○を付けて下さい部  門

ふりがな

題  名

住  所

雅  号

搬入出取扱業者

連絡先

事務局
記入欄

学校名

ふりがな

中高生のみ

（書のみ）

氏  名

ふりがな

性　別

男 ・ 女

（携帯可）TEL

市美展賞　市長賞　市教委賞　議長賞　林雲鳳賞　桔梗賞　奨励賞　努力賞　入選　選外

平成30年度

第76回多治見市美術展

主催　多治見市

公益財団法人多治見市文化振興事業団・多治見市学習館
〒507-0034  多治見市豊岡町1-55 ヤマカまなびパーク内　　TEL(0572)23-7022 (月曜休館)

※多治見市美術展は多治見市学習館指定管理者(公財)多治見市文化振興事業団が多治見市から受託して実施しています。

事務局・お問合せ

＜臨時事務局＞ 11/6～11の期間（9:00－18:00）のみ開設します。
セラミックパークMINO内（多治見市東町4-2-5)　　TEL(0572)28-3205

趣　旨
文化のかおるまちづくりを進めるために、芸術活動を生かす場をつくり、市民の芸術活動を支援します。
市民をはじめ県内外から作品を広く公募し、一般に公開します。

応募資格 中学生以上

応募点数 1部門につき1人１点とします。
※作品は自作・未発表のものに限ります。違反した場合は、賞を取り消すことがあります。

会期▷　平成30年11月9日(金)～11日(日)　9:00－18:00 (最終日は16:30まで)

会場▷　セラミックパークMINO　多治見市東町4-2-5

応募方法
申
込
み
方
法＜郵送申込＞（10月28日消印有効）

〒507-0034  多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク　美術展申込係
※郵送申込の方は出品料を搬入当日（11月6日）にお支払いください。(金額は事前申込扱いとなります)

※〈事前〉〈郵送〉〈当日〉各申込いずれも申込期間を過ぎての受付は行いません。
※事前申込（郵送申込含む）と当日申込は出品料が異なりますのでご注意ください。

出品料 ◇ 事前申込・郵送申込（9/29～10/28までにお申込の方)

◇ 当日申込（11/6の搬入日当日にお申込の方)

作品搬入

審査

作品搬出

※審査の様子は見学できます。展示作業は見学できません。
※審査結果（審査過程・落選理由等）および展示についての異議は一切受け付けません。
※入賞・入選及び審査員・招待・無鑑査作品を展示します。※選外作品は展示しません。

<入賞･入選作品> 11月11日(日) 16:30－18:00
 　　　　　　　　 11月12日(月)   9:00－12:00

<選外作品> 11月9日(金)～11日(日) 9:00－18:00
　　　　　   11月12日(月)  　　　　9:00－12:00

< 裏面につづく > 

※申込受付済み証(出品者控え)❸をご持参ください。
※期間内に搬出されない場合は保管の責任を負いかねます。

【日時】11月7日(水)　9:30より会場にて審査を行います。

【日時】11月6日(火)　13:00－18:30
【会場】セラミックパークMINO 展示ホール
※配送での搬入はお断りします。※上記時間外の受付はいたしません。
※壁にかける作品には展示用のヒモ等を付けてください。梱包材料は預かりません。

一般    900円、 中高校生 400円

一般 1,200円、 中高校生 600円

部門 日本画 ・ 洋画 ・ 工芸 ・ 彫塑 ・ 写真 ・ 書道 ・ デザイン

＜当日申込＞
11月6日(火)　13:00－18:30
出品申込票にご記入の上、作品搬入の際に出品料を添えて提出してください。

　事前申込　　❶・❷・❸すべてを切り取らずに申込窓口に提出して下さい。
　　　　　　　平成30年9月29日(土)～10月28日(日) 9:00－17:00
【申込窓口】　ヤマカまなびパーク1F総合案内（月曜休館)
　　　　　　　バロー文化ホール（多治見市文化会館）1F事務所（火曜休館)

　郵送申込　　❶・❸を下記の申込窓口に郵送して下さい。❷は作品裏面の右上に貼り付けて搬入して下さい。
　　　　　　　〒507-0034 多治見市豊岡町1-55　ヤマカまなびパーク　美術展申込係（10月28日消印有効）
　　　　　　　※郵送申込の方は出品料を搬入当日（11月6日）にお支払いください。(金額は事前申込扱いとなります)

　当日申込　　出品申込票にご記入の上、11月6日（火）の作品搬入日に出品料を添えて提出してください。
　　　　　　　※事前申込（郵送申込含む）と当日申込は出品料が異なりますのでご注意ください。

＜事前申込＞
平成30年9月29日(土)～10月28日(日)　 9:00－17:00
【申込窓口】
ヤマカまなびパーク1F総合案内（月曜休館・10/8（月祝）は開館)
バロー文化ホール（多治見市文化会館）1F事務所（火曜休館)

募集要項
　申込にあたって

　記載にあたっては、楷書で明確に、

またふりがなを必ず記入して下さい。

太枠の中は出品者がすべて記入して

下さい。

　題名にスペースや、英数字、

句読点等がある場合は、よくわかる

ように記載して下さい。

　雅号欄に記入された方は、目録・

賞状への氏名記載は雅号となります。

　中学生・高校生の方は学校名を記

載して下さい。特に申し出がない場

合、目録には学校名を記載します。



留意事項 ・申し込みの時点でこの募集要項に同意したものとします。
・不慮の事故や不可抗力による作品の損傷および搬出期日を過ぎた作品の保管についてはその責任を負いません。
・一度受付した作品については、出品料を返還いたしません。
・全部門ともガラス張りのものは受付いたしません。
・万一規格外のものを受付した場合は、審査の対象といたしません。
・賞の決定後、募集要項に反することが判明した場合は、賞を取り消すことがあります。
・会期中には理由の如何にかかわらず、展示作品の撤回および交換・移動はできません。
・主催者は、記録・広報の目的で作品の写真撮影ができるものとします。
・主催者は、結果発表・記録・広報の目的で入賞者の氏名・市町村名・作品名を公表できるものとします。
・ご出品いただいた方の個人情報は、本美術展の運営に必要な範囲内のみ利用します。

審査員

表彰式 【日　時】11月11日(日) 15:30(受付14:45～)
【会　場】セラミックパークMINO 展示ホール内
【対象者】各部門の市美術展賞・市長賞･市教育委員会賞･市議会議長賞・林雲鳳賞・桔梗賞　受賞者
※奨励賞・努力賞・入選の方は11月10日(土)から会場内受付にて賞状等をお渡しいたします。
※結果通知ハガキをご持参ください。

日本画
洋　画
工　芸
彫　塑
写　真
書　道
デザイン

木村　英史　・　鈴木　喜家　・　田口　昌宏
阿部　正枝　・　後藤　　勉　・　田中　敏夫
玉置　保夫　・　新野　素子　・　若尾　　誠
桑下　仁美　・　寺澤　孝明
柴田　英司　・　辻　堅一郎　・　宮田　典彦
荒川　恵風　・　武山　昂石　・　田中　修文
長谷川光義　・　秦　　智之

※審査員は都合により変更する場合があります。※審査結果（審査過程・落選理由等）および展示についての異議は一切受付けません。

結果発表

各　賞 ・市美術展賞（賞状及び賞金5万円）
・市長賞（賞状及び賞金3万円）
・市教育委員会賞（賞状及び賞金2万円）
・市議会議長賞（賞状及び賞金1万円）

・林雲鳳賞（賞状及び賞金1万円）
・桔梗賞（中高校生を対象）(賞状及び賞金5千円）　以上各部門1点
・奨励賞・努力賞（賞状及び副賞図書カード）　各部門　若干数
・入選（賞状）

※これらの賞については、該当者なしの場合もあります。

出品者全員にハガキにて通知します。※学校等からの出品の場合は、出品担当者宛に通知します。
また、会期初日以降、多治見市学習館ホームページでも入賞者のお名前をお知らせいたします。
(http://www.tajimi-bunka.or.jp/gakushu/)
※地域により、会期初日までに結果通知ハガキが届かない場合がありますので、予めご了承ください。

・B全紙（103cm×72.8cm）木質パネル張り、半立体作品も可。(中高校生はB2（72.8cm×51.5cm）
　および半立体作品も可。ただし、規格パネルに取り付けてあるもの。）
・パネルには展示用のひも等をつけてください。
・作品保護の為作品全体をビニール張りしてください（半立体作品除く）。

・額には展示用のひも等をつけてください。（篆刻含む）
仕上がり寸法は
①  60.6cm(2尺)×242.4cm(8尺) 　　縦横自由
②  90.9cm(3尺)×181.8cm(6尺)　　 縦横自由
③  106.1cm(3.5尺)×136cm(4.5尺)  縦横自由
④  121cm(4尺)×121cm(4尺)　　　  縦横自由

・単写真に限る。半切以上（長辺が40cm以上）。
　※A3サイズでの出品可。パネルまたは額の大きさが90cm×70cm以内とし、パネル張りまたは額装してください。
・作品は類似品による二重応募でないこと。
・パネルまたは額には展示用のひも等をつけてください。

・10号以上60号以内とし、額装（ガラス不可/アクリル可）してください。
・30号以上は，額縁の幅10cm以内とします。
・額には展示用のひも等をつけてください。
・油彩画、水彩画、アクリル画、デッサン、版画、ボールペン画とも上記サイズの範囲内で出品してください。

・立体平面作品とも195cm×140cm以内のものとします。
・正面・左右が分かりにくい作品及び展示の仕方が複雑な作品は、展示の向き又は配置図(組作品)等を添付してください。
・電源の供給はできません。

・10号以上60号以内とし、額装（ガラス不可/アクリル可）してください。
・30号以上は，額縁の幅10cm以内とします。
・額には展示用のひも等をつけてください。

・額装してください。
・釈文(全文・コピー可)を裏面に添付すること（様式は自由)。
・篆刻は39cm×30cmとし、枠または額装してください。
・半切作品の出品可。額装してください。

50音順
敬称略

デザイン

書　道

写　真

洋　画

日本画

工芸/彫塑


