埼玉県芸術文化祭２０１９地域文化事業

第６８回川越市美術展覧会 開催要項
◇会 期
第Ⅰ期

洋 画 ・彫 塑 、工 芸

令和元年 ９月２５日（水）〜９月２９日（日）

第Ⅱ期

日 本 画 、書 、写 真

令和元年１０月 ２日（水）〜１０月６日（日）

＊第Ⅰ・Ⅱ期とも午前９時〜午後５時まで（両期とも最終日は午後４時まで）

◇会 場
川越市立美術館 （ 川越市郭町２−３０−１ Tel. ０４９−２２８−８０８０ ）

裁判所
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川越市役所
札の辻

博物館入口

博物館
┴
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文
○

美術館・博物館

国道２５４号

駐車場

川越高校

初雁球場

■交通（最寄りのバス停留所）
川越シャトルバス…３０〜３２系統「博物館」下車
東武バス（蔵のまち経由）…「札の辻」下車、徒歩８分
東武バス（「川越運動公園／埼玉医大／上尾駅西口」ゆき）…「市役所前」 下車、徒歩５分
東武バス（小江戸名所めぐりバス）…「博物館前」下車

イーグルバス（小江戸巡回バス）…「博物館美術館前」下車

主催 埼玉県／埼玉県教育委員会／川越市／川越市教育委員会／川越美術協会／埼玉県芸術文化祭
実行委員会／埼玉県芸術文化祭川越市実行委員会
後援 朝日新聞さいたま総局／共同通信社さいたま支局／埼玉新聞社／産経新聞社さいたま総局／
時事通信社さいたま支局／東京新聞さいたま支局／毎日新聞さいたま支局／読売新聞さいたま支局／
NHK さいたま放送局／テレ玉／FM NACK5／JR 東日本 大宮支社／川越ロータリークラブ ／Ｊ：ＣＯＭ川越
第６８回川越市美術展覧会についてのお問合せは下記のとおりです。
〒３５０−８６０１ 川越市元町１−３−１
Tel. ０４９−２２４−６１５７

川越市文化芸術振興課文化芸術振興担当

Fax. ０４９−２２４−８７１２

E‐mail. bunkashinko@city.kawagoe.saitama.jp

川越市美術展覧会

検索

◇趣

旨

美術に関する発表・交流を行うことにより、川越市の美術発展を図るとともに、広く参加・創造の意欲を喚起し、地域文化の
振興に寄与することを目的とする。

◇出品部門
第１部

日 本 画

第２部

洋画・彫塑

第４部

書

第５部

写

◇出品規定
■出品作品

第３部

工

芸

真

下記の規格等を厳守してください（仕上り寸法とは額を含めた寸法です）。
未発表の創作作品に限ります。
※未発表とは過去に公募展（審査のあるもの）に応募し陳列されたことがないことをいいます。
ただし、作品管理・運営上支障をきたす恐れがあるため、視覚による鑑賞法以外の方法（手で触れること等）
を前提としたものや、通常の展示が不可能（劣化等による）と判断した場合は、作品の受け入れをお断りする
場合があります。

■出品点数

一部門につき一人１点とします。

■出品資格

川越市又は川越市周辺に在住、在勤又は在学する１５歳以上の方とします。ただし、中学生は除きます。

■出品手数

一般応募者 ２，０００円、学生 １，０００円の出品手数料を作品搬入の際に納入するものとします。

料及び

（招待・依嘱・役員（運営委員顧問・運営委員・審査員・展覧会委員）は協賛費 ２，０００円）

協賛費

作品の搬入・搬出にかかる費用は一切出品者の負担とします。
＊学生（高校・大学・専門学校等）の方は、搬入時に学生証や在学証明等、学校が在籍を証明する書類の
提示をお願いします。
作品本体は F30号以内で額装とする（パネル・軸仕立て不可）。縦型展示の場合に限り横72.8 cm×縦110

日本画

cm 以内を可とする
（額幅 6 cm 以内、額装ガラス板不可、アクリル板可）。仕上り寸法は 92 cm×110 cm 以内とする(額幅とマ
ット幅も含む)。
＊招待・依嘱・役員については F10 号以内で額装は自由とするが、縦型展示の場合に限り横 45.5 ㎝×縦
70 cm 以内を可とする(額装アクリル板は可)。
洋画作品は F8 号以上（版画を除く）F30 号以内で額装（額幅 6 cm 以内）とし、仕上り寸法は額を含めて

洋画・彫塑

85cm×103 cm 以内とする。ガラス、アクリル板等は使用不可とする。
水彩画・パステル画・版画はマットを含めて仕上り寸法を守る(額幅6cm以内)。アクリル板は使用可とする。
彫塑作品は高さ 2m、底面積 1 ㎡以内とし、台座を用いる場合は出品者が用意する。
＊招待・依嘱・役員は、10 号位で額装は自由とする。
工 芸

作品は、美術工芸品で種別（硝子／金工／紙芸／刺繍／漆芸／七宝／染・織／陶芸／籐・竹／人形／
皮革／木工など）とし、壁面作品は横 100 cm×縦 150 cm 以内、額装は 30 号以内でガラス使用は不可と
する。立体作品は縦・横・高さ50 cm以内とする。壁面・立体作品ともに重量20 kg以内とする。作品は即展
示が可能なよう、付属品(金具・ひも・衣桁等)を付け、名前を添付する。
作品は、仕上り寸法 170cm×51cm・130cm×60cm 以内（縦横自由）又は 91cm×91cm 以内とする。ガ

書

ラス、アクリル板等は使用不可とする（ただし、篆刻についてのみアクリル板は使用可とする）。
＊招待・依嘱・役員は、仕上り寸法 70cm×55cm 以内（縦横自由）又は縦 93cm×横 33cm 以内とする。
アクリル板は使用可とする。
＊釈文票は、一枚を額・軸の裏面の出品票の下に貼付し、もう一枚は作品と一緒に持参のこと。
単写真は、カラー、白黒とも A4 以上全紙以内とし、仕上り寸法 60cm×70cm 以内の木製のパネル張りとす

写 真

る。
組写真は、一枚のパネルにまとめ、仕上り寸法 80cm×110cm 以内とする。

◇搬

入

洋画・彫塑

９月 １５日（日）

午前１０時〜 正午

日本画、工芸、写真

９月 １５日（日）

午後 ３時〜 午後 ５時

日本画、洋画・彫塑、工芸、書、写真 ９月 １６日（月・祝）

午前１０時〜 正午

＊所定の出品申込書に必要事項を楷書で記入して搬入してください。

＊作品は、ただちに展示できるように、紐をつけてください（写真は除く）。
＊作品の裏面右上に出品票を貼付してください。業者が搬入する場合は、出品票・出品申込書・預り証ともそれぞれ欄外右側
に業者名を記入してください。
＊搬入の際は、係員の指示に従ってください。

◇搬

出

洋画・彫塑、工芸

９月２９日（日）

午後４時１０分〜午後５時

日本画、書、写真

１０月 ６日（日）

午後４時１０分〜午後５時

＊所定の時間内に、必ず預り証を持参の上、来館し搬出してください。
＊上記の時間内に搬出しない作品については、一切の責任を負いません。

◇鑑 審 査
出品作品については、９月１６日（月・祝）午後１時から川越市立美術館にて公開鑑査及び審査を行います。傍聴希望者（各
部門１０名以内、希望者多数の場合は抽選）は８月３０日（金）までに事務局（川越市文化芸術振興課）に申し出てください。入
選・入賞の結果は、９月２４日（火）に市ホームページ上で発表します。また、９月２５日（水）に川越市立美術館にて発表し、
入選・入賞作品のみ展示します。なお、入賞者および落選者には９月２６日（木）までに通知します（電話による問い合わせは
受け付けません）。鑑査及び審査の結果についての異議は受理しません。

◇褒

賞

審査の結果、成績優秀な方には次の賞を授与します。

埼玉県知事賞／埼玉県議会議長賞／埼玉県教育委員会教育長賞／川越市長賞／川越市議会議長賞／川越市教育委員
会教育長賞／川越美術協会会長賞／川越美術協会賞／埼玉県芸術文化祭実行委員会会長賞／埼玉県芸術文化祭実行
委員会奨励賞／久保提多賞／相原求一朗賞／朝日新聞さいたま総局長賞／埼玉新聞社賞／産経新聞社さいたま総局長
賞東京新聞賞／毎日新聞賞／読売新聞賞／川越ロータリークラブ会長賞／Ｊ：ＣＯＭ川越賞／学生奨励賞

◇授 賞 式
授賞式は、１０月５日（土）午後１時３０分から川越市立美術館で行います。

◇講

評

出品作品について審査員による講評を下記日程で行いますので、希望者は当日時間内に会場へお越しください。
実施場所は、各部門の展示会場において行います。
＊洋画・彫塑、工芸

９月２９日（日）

午後２時〜午後３時３０分

＊日本画、書、写真

１０月 ６日（日）

午後２時〜午後３時３０分

◇そ の 他
＊駐車スペースが少なく混雑しますので、搬入・搬出の際は、なるべく電車・バス等公共交通機関をご利用ください。なお、
会場付近の路上駐車は厳禁とします。
＊展示について（陳列場所等）の異議は受け付けません。
＊作品は努めて保護しますが、正常な管理状態のもとにおいて生じた事故については、その責任を負いません。

◇運営委員及び審査員（敬称略・順不同）
運 営委員顧問

鳥居禮二／若槻紘志／木下重美／松岡滋／紫藤筑峰／吉澤翠亭／原田守雄／田中三喜雄

運営委員長

青柳達雄

運 営 委 員

大森邦子／神山皓子／山内英夫／前花重男／長江艶子／森田淳子／関根東湖／奥富霞村
節政大生／三好紘一／髙山正一／澤谷靜子／矢萩典行／板橋ひろみ／岡部秀子

審 査 員 長

青柳達雄

審

第１部

大森邦子／髙野泰芳／亀山祐介／田森初枝／神山皓子／田村英佳／亀井紀泉

第２部
第３部

山内英夫／前花重男／河野みつ江／小金富美子／小山綾子／横田光子／若井良一
長江艶子／森田淳子／矢萩典行／頼成京子／土橋恵／石井三子／大野惠代子

第４部

関根東湖／奥富霞村／天ヶ嶋翠蘭／池田涼園／笠原政／近藤朱明／盛田霞州

第５部

三好紘一／市ノ川定男／岡部美智子／戸田修三／谷島澄代／渡邊章／鎌田義行

査

員

◇搬入・搬出案内図
作

室

搬入受付

︵
搬入・
搬出日のみ︶

正面入口

市立博物館

周辺道路の路上駐車は
厳禁です
至 国道２５４号

一 時 駐 車 ス ペー ス

市立美術館

創

構内一方通行

こちらからは
搬入・搬出
でき ませ ん

美術館・博物館駐車場

初雁球場

■搬入・搬出の際のお願い
＊駐車スペースが少なく、また隣接の初雁球場で野球大会等が開催されているため、混雑が予想されます。
なるべく電車・バス等公共交通機関をご利用ください。
＊交通渋滞の原因となりますので、会場付近の路上駐停車は絶対にしないでください。
＊自家用車を使う場合、知り合いの方で同じ搬入時間に出品される方がいましたら、お声を掛け合って、相乗りでお越し
いただきますようご協力をお願いいたします。
＊係員の指示があるときは、それに従ってください。
＊駐車スペースが狭いので、搬入・搬出の手続き後は、すみやかにご退場くださるようお願いいたします。
＊混雑するため、駐車場に入る際に、お待ちいただくことがあります。あらかじめご承知おきください。
＊障害をお持ちの方は、当日係員にお申しつけください。

