
第 67 回田辺市美術展覧会　開催要項
　　　　　田辺市を中心とする美術の振興をはかり、鑑賞力と愛好心を培うと共に創作意欲を盛んにして
　　　　　 芸術水準の向上発展に資する。

　　 　　　第１期　令和４年 10 月   ７日（金）～ 10 月   ９日（日）　   書・彫塑・生花

             　第２期　令和４年 10 月 14 日（金）～ 10 月 16 日（日）　洋画・写真・工芸

             　９時～ 17 時（各期の最終日は 16 時まで）

             　紀南文化会館（田辺市新屋敷町 1 番地）[ 展示ホール・小ホール・研修室］

　　　　 　　             　　

　　　　　 田辺市・田辺市教育委員会    　　　　　田辺市美術展覧会運営委員会

                           　　令和４年７月１日（金）～８月 31 日（水）

                           　　※生花のみ 9 月 9 日（金）まで

　　　　　　　　　　　田辺市美術展覧会（市展）ホームページ

　　　　　　　　　　　http://www.city.tanabe.lg.jp/bunshin/tanabe_shiten.html

●応募資格　　

          田辺市及びその周辺に住所又は本籍を置く人又は通勤・通学する人、並びに本市出身者。

           （ただし、中学生以下は除きます。）

●審査と陳列　　

          公募作品は審査員によって審査し、入選した作品のみを陳列します。

           作品の陳列方法はすべて本展覧会に一任し、展覧中の作品は移動及び持ち出しを許可しません。

　　　  ※陳列された作品は、写真撮影を行い、田辺市の広報媒体（ホームページ等）に利用する場合があります。

●賞
　(1)　入選作品の中から、優秀作品に対し、知事賞・市長賞・教委賞・奨励賞を授与します。

　　　  ただし、１部門につき１人１賞とします。各部門において、無鑑査賞を授与する場合があります。

　(2)　 表彰式【10 月 16 日（日）予定】は、新型コロナウイルス感染症により中止・縮小する場合があります。

●申込方法　　

          【事前申込】または【当日申込】を行います。

　　　　　　

　  ・　 【事前申込】は、本紙中面の「申込書兼出品目録」に記入の上、８月 31 日（水）までに事務局宛て

　　　  提出してください。（郵送又は電子メール可 ）　※ホームページでも申込ができます。

　　　  受付後、出品票と振込用紙を送付します。

　  ・　 【当日申込】は、本紙中面の「申込書兼出品目録」に記入の上、搬入時に持参してください。

●出品料
　  ・    出品料は作品１点につき 500 円とし、事前申込者は振込〔手数料不要〕の領収書を持参してください。

　　　  当日申込者は搬入時に徴収します。

　  ・     高校生は無料（年齢や学生であることを証明するものを申込書に添付、または学生証等を提示。）

　  ・　 審査員 ･ 委嘱 ･ 無鑑査の出品は１人１点（出品料不要）で、各部門の指定日に搬入してください。

●経費　　

         作品の搬入搬出に要する費用は、すべて出品者の負担とします。
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●作品規格      自ら創作した未発表作品で、著作権、肖像権等を侵害しないものに限ります。

                       なお、全部門、規格外及び合作の作品は出品できません。

                       ※規格外の作品は審査対象外とし、後日、出品料を添えて返却します。

     ○  書         額装又は枠張りの仕上がり寸法は半折（34.5 ㎝× 136 ㎝）又は胴切（69 ㎝× 68 ㎝）作品以上、

                       264 ㎝× 91 ㎝以内で縦・横自由。ただし、軸装・屏風は認めません。

　　　  　         審査員・委嘱・無鑑査は、仕上がり寸法が幅 30 ㎝以上 95 ㎝以内で、高さ 50 ㎝以上 180 ㎝以内

                       の作品とします。（色紙・短冊・軸装は認めません。）

　 　                ※書の作品は１人１点までとします。

    　                ※作品の裏面に半紙半分程度大の釈文（楷書）を貼付してください。

                          なお、臨書作品は、これに替えて臨書した古典の必要部分のコピー等を貼付してください。

                       ※展示の際にも釈文を必要とするので、所定の用紙に楷書体（色は黒）で書き（印刷可）、提出して

                         ください。

     ○彫塑        実体積１㎥以内、高さ２ｍ・床面２㎡・重量 120 ㎏以内とします。

     ○生花 　     奥行き 90 ㎝・横幅 120 ㎝・高さ 200 ㎝以内とします。作品に題名をつけることができます。

　　　  　         （題名が無くても可とします。）

 　    　　         ※事前申込のみ（当日申込は受付しません。）

 　                   ※出瓶希望者は、９月９日（金）（当日消印有効）までに、「申込書兼出品目録」に住所、氏名、年齢、

                          電話番号、格花・盛花の別を記入のうえ、お申込みください。

                       ※作品は１人１点とし、合計 45 点を超える場合は、抽選で決定します。

     ○洋画        10 号以上 100 号以内。（Ｓ型を菱形に使用の場合、縦・横 162.2 ㎝以内とします。）

                      原則として、額装 （仮縁またはそれに類するものも可）し、壁にかけられる作品。

                      画面は額縁より出ない作品とします。水彩・版画を除く作品のガラス・アクリル張り額装は認めません。

　　　　　       審査員・無鑑査は 10 号以上 20 号以内でガラス装可とします。

     ○写真        プリント作品のみ受付します。

                      単写真はＡ４以上とし、縦・横 100 ㎝× 100 ㎝以内の枠張り又は額装のこと。

                      （画面の長辺が 26 ㎝× 18 ㎝以上の写真とします。）

                      組写真は１枚がＡ４以上とし、縦・横 150cm × 150 ㎝以内にレイアウトすること。

                      （長辺 26 ㎝以下の写真が１枚でも使用されている場合は規格外とします。）

     ○工芸  　   平面作品は、200 ㎝× 200 ㎝以内とします。（ガラス張り額装は不可。）

                      立体作品は、高さ 180 ㎝、展示床面の一辺の長さ 150 ㎝以内とします。

                      陶芸作品は、縦・横・高さ各 60 ㎝の実体積以内、重量 60 ㎏以内とします。

                      組作品は、床面積 90 ㎝× 90 ㎝以内で、１組につき５点以内とします。

　　　　　       織または染等で着物仕立ての場合は、必ず衣紋掛けを持参してください。　

　　　　　       ※工芸 ･･･ 陶芸、染織、漆芸、木竹工、パッチワークなど。

 ●作品搬入        搬入日時と場所は以下のとおりとします。

部門 日時 場所

書 　10 月   ３日（月）９時～ 17 時 　　１階展示ホール

彫塑 　10 月   ３日（月）９時～ 17 時 　　１階展示ホール

生花 　10 月   ６日（木）８時 45 分～ 12 時 　　４階小ホール

洋画 　10 月 10 日（月）９時～ 17 時 　　１階展示ホール

写真 　10 月 10 日（月）９時～ 17 時 　　４階小ホール

工芸 　10 月 10 日（月）９時～ 17 時 　　４階小ホール

　　　           ※搬入時、作品の裏面に所定の出品票（題名・住所・氏名を明記したもの）を、上下（天地）に

                       従って貼付してください。

                            ※新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用と手指の消毒、検温、連絡先の提出にご協力

                       いただきます。また、受付が混雑した場合は、会場外で待機していただく場合があります。

　　　           ※事前申込の方は、後日通知する指定時間での搬入にご協力をお願いします。

●搬出
   (1)  作品の搬出は、各部門の展示終了日 16 時～ 19 時の間（事務局で指定）に、預り証と引き換えに紀南文化会

　　　 館各会場で行ってください。なお、指定時間の変更を希望する場合は、当日までに事務局まで連絡してください。

   (2)   特別の申し出なく閉会後作品を放置するときは、主催者において処理します。



●その他
　(1)　作品は丁重に取り扱いますが、不慮の事故等による損害については、当展覧会は責任を負いません。

　(2)　入賞・入選結果は、下記の日時に紀南文化会館前にて配布します。

           また、新聞及び、田辺市の広報媒体（ホームページ等）に掲載する場合があります。

　　     ・第１期【書・彫塑】　10 月４日（火）17 時～　【生花】　10 月６日（木）17 時～

　　     ・第２期【洋画・写真・工芸】　10 月 11 日（火）17 時～

　(3)　新型コロナウイルス感染症対策として、来場者全員にマスクの着用と手指の消毒、検温、連絡先の提出にご協

          力いただきます。ご協力いただけない場合や体調が優れない場合は来場をお断りいたします。

　(4)　新型コロナウイルス感染症の影響により、本展覧会の観覧を中止する場合があります。

          この場合、市ホームページに掲載するとともに、報道機関に記事掲載依頼を行います。

          ご理解とご協力をお願いします。

　(5)   氏名、作品名等、常用漢字以外でシステム上、表記が困難な文字については、常用漢字に変換し表記する場合

          があります。（新聞等の報道依頼も同様とします。）

　(6)　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前申込にご協力ください。

★申込書兼出品目録　記入例
　　●私は応募資格を有しており、要項を全て確認・了承した上で申し込みます。□  （□ 内に✓して下さい）

　

《キリトリ》

第 67 回田辺市美術展覧会　申込書兼出品目録
　　　●私は応募資格を有しており、要項を全て確認・了承した上で申し込みます。□  （□ 内に✓して下さい）

　　　※ボールペン又はサインペンを使用し、太枠内に楷書ではっきりと記入してください。

　　　※雅号を記入されますと、目録、報道等には雅号で掲載されます。

　　　※複数の部門に出品される場合は、別の用紙でお申し込み下さい。

　　　◎事前申込・・・この用紙を上記提出先に提出（郵送、メール可）して下さい。追って必要書類を送付します。

　　　◎当日申込・・・この用紙と作品預かり証、出品票に出品料（５００円）を添えて当日搬入下さい。

✓

 ◆事前申込及び問合せ先
  　 田辺市美術展覧会事務局【田辺市教育委員会文化振興課文化振興係】
   　〒 646-0028　田辺市高雄一丁目 23-1　田辺市民総合センター３階　　　
   　Tel：（0739）26-9943（平日 ８時 30 分～ 17 時 15 分）　 E- mail: bunshin@city.tanabe.lg.jp



   事前申込の方へ 

◎“事前申込”から“作品の搬入”までの流れ 
 

①  事前申込   申込期限 令和４年８月 31日（水）当日消印有効【生花は９月９日（金）】 

 ・「申込書兼出品目録」に必要事項を記入（〇等）し、事務局へ提出してください。 

  （郵送・電子メール可。田辺市ホームページからも申込できます。） 

 ・「申込書兼出品目録」に記載の住所に「納付書」と「出品票」等が届きます。 

                     

 

②  出品料の納付 納付期限 令和４年９月 30日（金） 

 ・お手元に届いた「納付書」にて、指定金融機関から出品料をお振込みください。 

  １作品 500 円（高校生を除く）【振込手数料不要】 

 ※高校生は搬入時に学生証等を掲示するか、事前に写し(電子メール可)を提出してください。  

 

 

③  作品の搬入  搬入日は要項記載のとおり。 

搬入時間は「納付書」と「出品票」等の送付時に通知します。 

 ・搬入の際に、出品料を納付した「領収書」と「出品票」等を持参してください。 

 


