
 

  

  
新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ、、変変更更ももししくくはは中中止止ととななるる場場合合ががごござざいいまますすののででごご了了承承くくだだささいい。。   
最最新新情情報報はは随随時時、、和和歌歌山山県県ホホーームムペペーージジににてておお知知ららせせいいたたししまますす。。    

①①  展展覧覧会会開開催催趣趣旨旨     
広く美術作品の公募を行い、優れた作品を審査、選考し、県民に紹介することで、県民のさらなる創作意欲の喚起を図り、

芸術文化の振興に寄与することを目的として、和歌山県美術展覧会を開催します。   
②②  主主催催・・共共催催等等    
●主催 和歌山県 
●共催 和歌山県教育委員会 和歌山県立近代美術館 和歌山県美術家協会 毎日新聞社和歌山支局  

一般財団法人和歌山県文化振興財団 橋本市 新宮市 上富田町 
●協賛 公益財団法人大桑教育文化振興財団  

③③  開開催催期期間間おおよよびび会会場場    
●地方展 入賞作品及び地方展開催地域の方々の入選作品を以下のとおり展示します。 （華道部門の展示は行いません。） 
 【 新 宮 展 】 
   会期：１１月２３日（水）～１１月２７日（日） 
   会場：丹鶴ホール（住所：新宮市下本町2-2-1、連絡先：0735-29-7223） 
 【 上富田展 】 
   会期：１２月 １日（木）～１２月 ６日（火）※１２月５日（月）は休館 
   会場：上富田文化会館（住所：西牟婁郡上富田町朝来758-1、連絡先：0739-47-5930） 
【 橋 本 展 】 

   会期：１２月１０日（土）～１２月１４日（水） 
   会場：和歌山県立橋本体育館（住所：橋本市北馬場455、連絡先：0736-32-9660） 
 
●本展 入賞作品及び入選作品を以下のとおり展示します。  

部 門 会 期 会 場 

洋画・日本画・書・写真 
工芸・彫塑 

（第76回県展審査員の作品を併せて展示）  １月１１日（水） 
～ 

 １月１５日（日） 

会 場：和歌山県立近代美術館 
住 所：和歌山市吹上1-4-14 
連絡先：073-436-8690 

華道 
（第76回県展審査員の作品を併せて展示） 

会 場：和歌山県民文化会館 
住 所：和歌山市小松原通1-1 
連絡先：073-436-1331 

  
④④  公公募募部部門門    
●洋 画      ●日本画      ●書      ●写 真      ●工 芸 
●彫 塑（オブジェ等の立体作品を含む）  ●華 道 

 

⑤⑤  応応募募資資格格    
和歌山県にゆかりのある方 〔和歌山県内に在住・在勤・在学(各種教室等も含む)している方、又はしていた方〕 
※中学生以下を除きます。 
※招待作家部門の出品資格を有する方は、当該部門の公募展には応募できません。 
（異なる部門には応募可能） 
※招待作家部門の出品資格については、別に定める開催要項をご覧ください。 

 

⑥⑥  部部門門・・出出品品規規格格    
●洋 画・・・ ３０号以上１００号以内（展示時のサイズが縦横１６２cm以内）とし、必ず額装してください。 

（ガラス張り額装は不可。）ただし、版画は、３０号未満の作品も可とします。 
●日本画・・・ ２０号以上８０号以内（展示時のサイズが縦横１４５．５cm以内）とし、必ず額装してください。 

(ガラス張り額装は不可) 
● 書 ・・・ 縦長作品は、仕上がり寸法 縦２４２cm×横６１cm（８尺×２尺）以内とします。 

仕上がり寸法 １８２cm×７９cm（６尺×２．６尺）以内は縦横自由とします。 
どちらも釈文を付けてください。また、篆刻は５３㎝×５３㎝程度とします。 
必ず額装してください。 (ガラスやアクリル張り等の額装は不可) 

●写 真・・・ 木製パネル張り又は額装（額装含め一辺１００cm以内）の平面作品とします。(ガラス張り額装は不可) 
        単写真の大きさはＡ３以上とし、組写真の大きさは自由とします。 
●工 芸・・・ 平面作品は、２m×２m以内とします。(ガラス張り額装は不可) 

立体作品は、高さ１.８m、展示床面の一辺の長さ１.５m以内とします。 
陶芸作品は、個々の重量の上限を３０kg程度とします。 
組みものは、床面積９０㎝×９０㎝内で３点物までとします。 
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。 

●彫 塑・・・ 高さ２m、展示床面の一辺の長さ２m以内とし、人力で移動できるものとします。 
●華 道・・・ 花台（９０cm×９０cm×高さ４０cm）以内に、いけこみを行ってください。 

第第７７６６回回和和歌歌山山県県美美術術展展覧覧会会  公公募募要要項項    



 

  

※ 出品に当たっての諸注意 
・額装にはガラスを用いないでください。 
・作品は自作未発表の創作作品（模写作品は不可）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。 
・公序良俗に違反しない作品に限ります。 
・著作権・肖像権を侵害しない作品に限ります。被写体が人物の場合は、出品について本人の承諾を得てください。 
また、他人の著作物を被写体として使用する場合は、原作者の使用承諾を得てください。 

・撮影が禁止されている場所で撮影された作品や、撮影が禁止されているものを撮影した作品は不可とします。 
・生物を用いたものは不可とします。(華道を除く） 
・周囲に危害が加わる可能性のある作品は不可とします。 
・悪臭、騒音等周囲に不快感を及ぼす恐れのある作品は不可とします。 
・輸送、展示が困難な作品については、出品をお断りする場合、地方展を巡回しない場合があります。 
・展示方法等に説明を要する場合は、明確にわかる写真・図等を添付してください。 
 ※不明な点は、主催者までお問い合わせください。 

 

⑦⑦  審審  査査    
主催者が委嘱した以下の審査員により厳正に審査を行います。 
審査は、以下の期日により「和歌山県民文化会館」において、一般公開で行います。 
※新型コロナウィルス感染予防のため、非公開とする場合があります。 

審査員・審査日時は、都合により変更する場合がありますので、ご了承願います。 

●書     審査日時：９月２０日（火） １０:００～ 

 小澤 清湖 (書家)      小島 健堂 (書家)      谷口 和光 (書家)           

 池永 碧濤 (書家)      名手 朱舟 (書家)      舟尾 圭碩 (書家) 

 小林 明香 (書家)      崎井 恵風 (毎日書道会審査会員) 

●洋画    審査日時：９月２２日（木） １０:００～ 

岩峪 賢次 (洋画家)     榎本 敬子 (洋画家)     小川 昭造 (洋画家) 

小川 泰弘 (洋画家)     面矢 元子 (洋画家)     楠瀬 伸和 (洋画家) 

阪本  聡  (洋画家)     三隅 俊昭 (洋画家)     山本 実  (洋画家) 

廣田 生馬 (神戸市立小磯記念美術館学芸担当係長）   

●彫塑    審査日時：９月２２日（木） １５:００～ 

 橋本 和明 (彫刻家)     山根 淳史 (彫刻家)     川 神津夫 (徳島県立近代美術館課長（学芸交流担当）) 

●写真    審査日時：９月２４日（土） １０:００～ 

神田 真奈美 (写真家)    武津 孝雄 (写真家)     花畑 重靖 (写真家) 

山中 健次 (写真家)     高瀬 晴之 (姫路市立美術館学芸員) 

●華道    審査日時：９月２４日（土） １５:００～ 

  福永 八千代 (華道家)    宮脇 尚子 (華道家)     川岸 慎園 (日本いけばな芸術協会理事) 

●工芸    審査日時：９月２６日（月） １４:００～ 

 井澤 正憲 (陶芸家)      寒川 栖豊 (陶芸家)     田中 紀子 (染織家) 

 田中 利恵子 (染織家)    山田 健二 (漆芸家)     湯浅 英雄 (前パラミタミュージアム学芸部長) 

●日本画   審査日時：９月２７日（火） １０:００～ 

吉田 晃一郎 (日本画家)   田中 重造 (日本画家)    増田 淑子 (日本画家) 

南口 みどり (日本画家)   青山 訓子 (岐阜県美術館学芸課長) 

※ 審査結果は、速やかに本人に通知します。また、毎日新聞紙上及び県ホームページでも発表します。 
※ なお、新聞発表にあたっては、新聞の表記のルールがありますので、氏名の漢字を変換させていただくことがありま 

す。 

  
⑧⑧  賞賞    

入選作品の中から特に優れた作品に対して、各部門「最優秀賞｣・｢優秀賞｣・｢佳作｣の各賞を贈ります。 
※ 審査結果によって、各賞とも該当無しとする場合があります。 

⑨⑨  表表  彰彰  式式    ※予定  
日 時：令和５年１月１４日（土） １１：００から 

  場 所：和歌山県立近代美術館  

⑩⑩  審審査査員員にによよるる作作品品解解説説  ※予定  
※日程、場所、内容等については、後日ホームページ上に公表いたします。 
※新型コロナウィルス感染予防のため、中止する場合があります。 

  



 

  

⑪⑪  出出品品料料・・出出品品点点数数おおよよびび出出品品手手続続きき    
●出品料：１点につき３,０００円 （２０歳以下および学生は無料）  

        ※ １部門につき２作品まで応募可能ですが、入選となるのは原則１作品に限ります。また、出品料無料の取り
扱いを希望する場合は、年齢や学生であることを証明するもの(免許証や学生証の写し等)を添付して事前申
込を行ってください。 

●事前申込期間：令和４年６月１３日(月）から８月５日(金）まで 
・次の①～⑩の事項を記載し、県庁文化学術課まで申し込みを行ってください。 

①氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、②生年月日、③郵便番号、④住所(ﾌﾘｶﾞﾅ)、⑤職業、⑥電話番号(自宅・携帯)、⑦出品部門、 
⑧出品点数、⑨搬入場所、⑩和歌山県との関わり〔在住・在勤・在学(各種教室等を含む)、かつて(在住・在勤・在学)〕 

  ・県庁文化学術課から、「出品料納付書」･「出品票」を８月５日以降、順次送付します。 
●出品料納付期間：納付書発行日から令和４年８月２６日（金）まで 

  ・「出品料納付書」を用いて、指定金融機関から出品料を納付してください。 
※ 搬入場所で出品料の納付はできませんので、ご注意ください。 

⑫⑫  作作品品のの搬搬入入・・搬搬出出ににつついいてて    
●作品の搬入(所定の出品票に記入し、出品料振込後の領収証書を添付のうえ、以下の受付場所に搬入してください。) 

搬入場所 住所・連絡先 搬入日時 

和歌山県民文化会館 
住 所：和歌山市小松原通1-1 
連絡先：073-436-1331 

９月１５日(木)・９月１６日(金) 
９月１７日(土)・９月１８日(日) 

１０:００～１５:００ 

橋本市民会館 
住 所：橋本市東家1-6-27 
連絡先：0736-33-6108 

９月３日(土) 
１０:００～１５:００ 

上富田文化会館 
住 所：西牟婁郡上富田町朝来758-1 
連絡先：0739-47-5930 

東牟婁振興局 
住 所：新宮市緑ヶ丘2-4-8 
連絡先：0735-22-8551 

※ 本人以外が作品搬入を行う場合は、全ての搬入手続（開梱･出品票確認の立会い、作品預り証の受け取り等）を 
請け負える場合に限ります。 

※ 華道部門は、９月２４日(土)１３:００（予定）から ｢和歌山県民文化会館｣ にて出品票の受付を行います。 
受付終了後、１４:３０までに、いけこみ を行ってください。審査の結果、入選以上となった方は本展にも出品い 
ただくことになりますが、花材等は必ずしも一致している必要はありません。 

●作品の搬出(搬入した地域で返却しますので、作品預かり証をお持ちのうえ、以下の受付場所で搬出してください。) 

審査結果 搬出場所 住所・連絡先 搬出日時 

選外作品 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 
住 所：和歌山市手平2-1-2      
連絡先：073-435-5200 

１１月６日（日) 
１０:００～１５:００ 

丹鶴ホール 住 所：新宮市下本町2-2-1 
連絡先：0735-29-7223 

１１月２９日(火) 
１３:００～１５:００ 

上富田文化会館 
住 所：西牟婁郡上富田町朝来758-1 
連絡先：0739-47-5930 

１２月７日(水) 
１３:００～１５:００ 

和歌山県立橋本体育館 
住 所：橋本市北馬場455 
連絡先：0736-32-9660 

１２月１５日(木) 
１３:００～１５:００ 

入選作品 
入賞作品 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 住 所：和歌山市手平2-1-2 
連絡先：073-435-5200 

２月１２日(日) 
１０:００～１５:００ 

伊都振興局 
住 所：橋本市市脇4-5-8 
連絡先：0736-34-1700 

２月１１日(土) 
１１:００～１５:００ 
 

西牟婁振興局 
住 所：田辺市朝日ヶ丘23-1 
連絡先：0739-22-1200 

東牟婁振興局 
住 所：新宮市緑ヶ丘2-4-8 
連絡先：0735-22-8551 

●搬出入の費用等 
 ・出品に係る搬出入等、全ての経費は出品者の負担とします。 
・作品は慎重に取り扱いますが、額縁等に若干の損傷・汚損が生じる場合があります。不可抗力による作品の損傷等につい
ては責任を負いかねますので、ご了承ください。主催者等の過失により損傷が生じた場合は、保険による補償の範囲内（材
料費相当額、上限１０万円）で対応しますが、額縁及び華道部門の作品については補償の対象外とします。 

 ・搬出期間経過後の未搬出作品の保全について、主催者は一切の責任を負いません。 
 ・作品を発送にて返却することはできません。やむを得ず指定日に搬出することが出来ない場合には、受託業者から梱包費 

用・運賃着払いで出品者あて返送しますが高額となることがありますのでご注意ください。 



 

  

⑬⑬  個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて    
出品等により提出された個人情報は、「和歌山県個人情報保護条例」に基づき厳正に管理し、県美術展覧会の実施と、そ

れに付随した入選者等の新聞発表、展覧会記録作成のために使用します。なお、報道機関から取材があった場合には、入賞
者の名前・住所・電話番号・年齢・作品名を提供することがありますので、ご了承のうえ出品してください。また、同展覧
会実施にかかる業務を業者に委託する場合は、委託先に対しても、個人情報の厳重な管理を義務づけることとします。 

⑭⑭  入入賞賞者者にに対対すするる協協力力依依頼頼ににつついいてて    
入賞者の方々には、県あるいは共催者が実施する事業において、作品の借用や、事業への参加を依頼する場合があります。 

 
出品には事前申込みが必要です。 

 
 

「県展出品希望」とご記入のうえ、①氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ)、②生年月日、③郵便番号、④住所(ﾌﾘｶﾞﾅ)、⑤職業、⑥電話番
号(自宅・携帯)、⑦出品部門、⑧出品点数(２点まで)、⑨搬入場所、⑩和歌山県との関わり〔在住・在勤・在学(各
種教室等を含む)、かつて(在住・在勤・在学)〕について文化学術課 HP 上にある申請フォーム、メール、FAX
又は郵送にてお知らせください。 

 
 
 
 
 

作品の搬入前に出品料の振り込みが必要です。 
 
 
送付した納付書で、振り込みにより出品料を納付してください。 
 

出品票、出品料振込後の領収証書をお持ちのうえ、作品を搬入してください。 
※ 搬入受付で出品料の納付はできません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
作品の搬入時に、必要事項を記載した出品票、出品料振込後の領収証書をお持ちください。 
詳細は「要項 ⑫」をご覧ください。 
 
 
 

 
     詳細は、｢要項⑦｣をご覧ください。 
 

作品を搬出してください。 
 

 
 
 
 
 
 

8 月５日(金)以降  

出品票・出品料納付書送付 

作品審査 ：９月２０日(火) ～２７日（火） 

審査結果は、すべての出品者に速やかに通知します。 

納付期間 ： ８月２６日(金)まで 出品料の納付 

 

橋本市民会館・上富田文化会館・東牟婁振興局  受付日：９月３日(土) 

和歌山県民文化会館 書道部門   ９月１５日(木)  １０時～１５時 

洋画部門   ９月１６日(金)  １０時～１５時 

日本画部門 ９月１７日(土)  １０時～１２時 

工芸・彫塑 ９月１７日(土)  １３時～１５時 
          写真部門   ９月１８日(日)  １０時～１５時 

          華道部門   ９月２４日(土) １３時～１４時半 

 
作品の搬入 

 

出品事前申込 受付期間 ：６月１３日(月) ～ ８月５日(金) 

 作品の搬出 展覧会終了後、順次搬出 ※原則として、発送による作品返却は出来ません。 

お問合せ先（事前申込先） 
和歌山県庁文化学術課 県展担当                            
〒640-8585(この郵便番号を記入すれば住所の記載は不要です)和歌山市小松原通1-1       
T E L： 073-441-2052 
ＦＡＸ： 073-436-7767 
E-mail： e0221001@pref.wakayama.lg.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/022100/kenten/kenten.html 
 


