
 

 

 

第 49回 四日市市美術展覧会作品募集 

市民の創作意欲を高めるとともに、美術に対する理解を一層深め、四日市市の美術水準の

向上に寄与するため、総合美術展を開催します。写真部門には高校生の部の表彰があります。 

会  期   令和４年１０月１日（土）～１０月９日（日）※３日（月）は休館 

入館受付   午前１０時～午後５時３０分 

閉  館   午後６時 但し、最終日は午後４時閉館 

入 場 料   無料 

会  場   四日市市文化会館展示室及び第４ホール 

主  催   四日市市 

協  賛   公益財団法人岡田文化財団 

株式会社シー・ティー・ワイ 

        一般社団法人四日市市文化協会 

 

 

１． 出品者資格    ◆四日市市及び三重郡に在住、在勤、又は在学（学校法人及び公私立学校）する 

１５歳以上の方（但し、中学生は除く）。 

◆無鑑査及び招待作品は、「四日市市美術展覧会無鑑査及び招待出品者選定要領」

に基づき招請します。 

 

２． 出品規定   ◆作品は、未発表のもの(公募展等において審査されていないもの)に限ります。 

また、以下のように審査されていない場合も未発表作品とみなし、応募できます。 

            ・教室、クラブ、サークル等の発表会に展示した作品 

・教室、クラブ、サークル等の広報誌やホームページに掲載された作品や、出品

者本人が製作した市販目的のない印刷物や本人のホームページ・ブログに掲載

された作品 

 

◆公募展等において審査されたもののほか、以下のような場合は「既発表作品」と

みなし、応募できません。 

・新聞や一般に市販されている雑誌等に掲載された作品（一定の水準にあるもの

と判断されたものとして、既発表作品とみなします） 

・過去に本展覧会または他の公募展等に出品して審査された作品に手を加える等

の加工がされた作品 

 

           ◆公平性を確保するため、上記の出品規定に違反した場合には、翌年の応募をお控

えいただきますのでご注意ください。 

 

３． 申し込み   ◆所定の出品申込書に必要事項を、また、所定の用紙に作品についてのコメント 

（作品に込めた思い、工夫した点など）を記入して、四日市市文化会館へ持参ある

いは郵送してください。 

           ご記入いただいたコメント用紙は、そのまま作品とともに掲示いたします。 

 

応募締切 ９月９日（金）必着  



 

 

 

４． 作品規定 

 

日 本 画 水墨画を含む。作品の大きさは、１０号Ｆ（５３×４５．５ｃｍ）以上、

１００号Ｆ（１６２×１３０ｃｍ）以内（額装幅は除く）で、枠張りあ

るいは額装など、壁面への展示に堪えるようにしてください。（ただし、

軸装不可。）ガラスおよびアクリルガラスは付けないでください。 

枠あるいは額には、展示用のひもを付けてください。 

洋   画 水彩画、版画を含む。作品の大きさは、１０号Ｆ（５３×４５．５ｃｍ）

以上、５０号（１１７×１１７ｃｍ）以内（額装幅は除く）で、枠張り

あるいは額装など、壁面への展示に堪えるようにしてください。ただし、

無鑑査及び招待作品は、１０号Ｆ（５３×４５．５ｃｍ）以上１００号

Ｆ（１６２×１３０ｃｍ）以内とする。ガラスおよびアクリルガラスは

付けないでください。（ただし、水彩画、版画は可とします）枠あるいは

額には、展示用のひもを付けてください。 

彫   刻 具象・抽象彫刻・レリーフ（浮き彫り）・人物・動植物等に関する作品 

原則として人手により運搬可能なもの。素材を活かした立体造形で、高

さ２００×幅１００×奥行１００ｃｍ、重量１００ｋｇ程度以内  

※素材例：鉄・ステンレス・流木・針金・プラスティック・布・紙・加

工粘土・石・木・竹・樹脂・石膏・ブロンズ・テラコッタ等  

 

工   芸 平面作品は、１００号Ｆ（１６２×１３０ｃｍ）以内。立体作品は、幅

８０×奥行８０×高さ８０ｃｍ以内。平面作品で額装の場合には、額に展

示用のひもを付けてください。 

 

書   道 篆刻を含む。作品の大きさは、半切（はんせつ）とし（ただし、無鑑査

及び招待作品は、小画仙４分の１とする）、枠張りあるいは額装。ガラス

およびアクリルガラスは付けないでください。また軸装は不可とします。 

枠あるいは額には、展示用のひもを付けてください。 

篆刻作品は、額装して縦３９×横３０ｃｍ以内。（アクリルガラス付き可） 

所定の用紙に釈文を記入し、作品搬入時にご提出ください。 

写   真 デジタル加工作品を含む。 

５３×４３ｃｍ以上、７５×６５ｃｍ以内の木製パネル張り、あるいは 

ギャラリーパネルによる額装。 

※ギャラリーパネル使用時には、マグネットの強度を確認してください。 

 （固定されていない作品は受付できません） 

単写真、組み写真とも同サイズとする。 

招待作品については、アクリルガラス付き額装も可。 

 



 

 

５． 出品点数   １人につき１点。複数の部門に応募することはできません。 

 

６． 作品の搬入  部門ごとに９月２１日(水)、２２日(木)、２３日（金）の所定の時間に展示会場 

へ搬入してください。 

9月21日（水） ①9:30～13:00 （日本画） ②13:00～19:00 （洋画） 

9月22日（木） ①9:30～13:00 （彫刻）  ②13:00～19:00 （工芸） 

9月23日（金） ①9:30～13:00 （書道）  ②13:00～19:00 （写真） 

 

７． 作品の搬出    ◆選外作品の搬出 ９月２８日(水)～９月３０日（金）午前１０時から午後６時の

間に、会場において預かり証と引き換えにお返しします。 

                     ◆展示作品の搬出 １０月１０日(月)、１１日（火）の所定の時間に、会場におい

て預かり証と引き換えにお返しします。 

＊搬出期日の厳守にご協力ください。 

 

８． 審査日       令和４年９月２４日（土）（日本画、洋画、彫刻） 

           令和４年９月２５日（日）（工芸、書道、写真） 

                         午前１０時から各部門の審査終了時まで、公開で審査を行います。 

※感染状況等によっては、公開方法の変更の可能性があります。 

９． 審査の発表      審査後すみやかに応募者全員に結果を通知します。 

 

10． 表 彰          審査の結果、優秀な作品には次の賞が贈られます。(予定) 

    

                 ・四日市市長賞 ・四日市市議会議長賞 ・四日市市教育委員会賞 

・公益財団法人岡田文化財団賞（新人賞相当） 

※出品者の年齢や出品回数による新人賞ではなく、今回の審査において優れ

た作品と認められ、かつ、これまでに上位３賞と同賞の受賞経験のない出品

者に贈られます。 

・株式会社シー・ティー・ワイ賞 

・一般社団法人四日市市文化協会賞 

・奨励賞 

・来場者が選ぶ作品賞（来場者の投票により決定） 

・クスノキ賞（ 新 設 ） 

 

 

☆『クスノキ賞』 ：市の木「クスノキ」がすくすくと成長して大きくなるように、今後一層の活躍が 

（ 新 設 ）  期待される若者の優れた作品に対して賞を贈ります。 

 

４．作品規定により出品してください。上記の市長賞等の選考と併せて選考いたします。（重複受賞有） 

対象となる部門と資格は下記のとおりです。 

・日本画部門 ＊対象者資格：高校生又は１８歳以下  

・洋画部門  ＊対象者資格：高校生又は１８歳以下 

・彫刻部門  ＊対象者資格：高校生又は１８歳以下 

・工芸部門  ＊対象者資格：５０歳以下 

・書道部門  ＊対象者資格：２９歳以下       

 

☆『写真部門（高校生部門）』 ：下記の作品規定により出品された中から、特に優れた作品には、 

金賞、銀賞、銅賞を授与します。 

 

作品規定：写真サイズＡ4版か四つ切（ワイド可）を450×300mmの黒い台紙に張って出品してください。 

＊対象者資格：高校生又は１８歳以下 

＊この作品規定では、市長賞等の選考対象にはなりません。 



 

 

11． 表彰式    令和４年１０月９日(日) 午後１時 四日市市文化会館 第３ホール 

 

12.  搬出日時（各部門の展示会場にて） 

     10月10日（月） ①9:30～13:00 （日本画・彫刻） ②13:00～19:00 （洋画）  

10月11日（火） ①9:30～13:00 （写真）     ②13:00～19:00 （工芸・書道） 

 

13． その他 

      ◆施設、備品等を傷つけたり汚染するおそれのある作品や、他人に不快感を与えたり危害を及ぼ

すおそれのある作品は受け付けません。 

       

 ◆不慮の災害、事故による作品の汚損、忘失等については責任を負いません。 

       

 ◆出品者は審査に関し、または、作品の陳列配置等に対し異議を申し立てることはできません。 

 

◆出品申込書に記入された題名の変更はできません。 

 

◆出品申込書と合わせてご提出いただいた作品についてのコメントが審査に影響することはあり

ません。（審査終了後にキャプション等と合わせて貼り出します。） 

 

◆提出されました申込書に記載された個人情報につきましては、目的以外の利用並びに第三者へ 

の提供はいたしません。 

◆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展覧会の実施方法等は、社会情勢・公的機関からの

発表を鑑みて変更する可能性があります。 

 

 

 

【審 査 員】(敬称略・50音順) 

 
 日本画 ：  合田 瑠璃   天野 澄子   水谷 勝子  山本 静香  山本 真一 
 
洋 画 ：  天野 一夫   岡林 まち子  小原 喜夫  川村 隆夫  前野 知恵子 

   
彫 刻 ：  北島 武裕   鈴木 律子   中川 鈴子  宮本 治   毛利 伊知郎 

   
工 芸 ：  衣斐 唯子   植田 春代   多田 眞弓  中井 康信  森 一蔵 

   
書 道 ：  小川 匪石   加藤 裕    林 朝子   平野 公鶴  森 芳彩 
 
写 真 ：  鎌田 美津子  桑原 ゆり子  坂尾 富司  竹葉 丈   松田 マキコ 

 

 

 

【お問合せ先】 

 

・四日市市 文化課  ℡059-354-8239 FAX059-354-4873 
 

・公益財団法人 四日市市文化まちづくり財団 
文化振興・国際交流事業部 文化振興グループ(四日市市文化会館内) 
〒510-0075 四日市市安島二丁目５－３ ℡059-354-4501 FAX059-354-4093 


