作 品 搬 入

９月１５日（土）

西館３階 ロビー

１３：００～１５：３０

作 品 募 集

６月１６日（土）～９月９日（日）
文化パルク城陽総合受付 ９：００～１７：００
＜休館日：月曜日と 7/17(火),18(水) ,8/14(火)＞ ※7/16（月・祝）は開館です。

部

選 外 搬 出

９月２３日（日・祝）

西館３階 第３会議室

１３：００～１５：００

入 選 搬 出

９月３０日（日）

東館１階 正面玄関ホール

１６：３０～１７：３０

９月２３日（日・祝）

西館３階 第４会議室

１４：００～１６：００

-イベント-

ギャラリートーク

審

査

員

講 師:太田垣 實、伊庭 新太郎

門：平面／立体

伊庭 新太郎（画家）
太田垣 實 （美術評論家）
尾西 正成 （書作家）
田嶋 悦子 （陶芸家）
田中 仁
（写真家）
谷口 淳一 （彫刻家）
森田 康雄 （画家） （五十音順）

入場無料

-イベント-

ワークショップ
参加費要

７月２９日（日）と８月１２日（日）
そ

作 品 展 示
１３：３０～１６：００

ぞう

「テラコッタ粘土で レリーフ・塑像作りを楽しもう！」
●場所：文化パルク城陽内 １回目 ７月２９日/城陽市歴史民俗資料館工作室（西館４階）
２回目 ８月１２日/寺田コミセン 美術工芸室
（西館３階）

文化パルク城陽
www.bunkaparcjoyo.net

＜休館日：9/18(火), 19(水), 25(火), 26(水)＞

展示場所（文化パルク城陽内）＆時間 ※最終日の展示は１６：００まで
●城陽市歴史民俗資料館 特別展示室（西館４階）１０：００～１７：００
(入場は１６：３０まで)

２回シリーズ・この２日間で仕上げます

●参加費：１，０００円 高校生およびそれに相当する学生は無料
●講 師：谷口 淳一(彫刻家・京都教育大学教授)

入場無料

９月１７日（月・祝）～９月３０日（日）

要申込 先着１０名

●スロープ壁面（１～４階） ９：００～２２：００
●プラネタリウムロビー（西館４階） ９：００～１６：３０ (入場は１６：００まで)
※期間中の展示は入賞および入選作品のみです。
賛助作品：審査員作品（展示場所は城陽市歴史民俗資料館 特別展示室/西館４階）

６月１６日(土)より
総合受付にて申込開始
受付時間 ９：００～１７：００

TEL:０７７４－５５－１０１０
FAX:０７７４－５８－２１４４
〒610-0121 京都府城陽市寺田今堀１

○申込書は文化パルク城陽ホームページからもダウンロードできます。 ○アートギャラリーは今年で 16 年目を迎えます。

主催：（公財）城陽市民余暇活動センター、城陽市歴史民俗資料館、城陽市文化協会 後援：京都新聞、城陽市
協力：文パルサポート倶楽部 ※文パルサポート倶楽部は、（公財）城陽市民余暇活動センターが、文化パルク城陽において、より充実した公益目的事業を
展開するにあたり幅広い企業・事業者・団体の皆さまにご支援をいただいているものです。

アートギャラリー2018

公募規約

募集期間：２０１８年６月１６日（土）～９月９日（日） (7/16 月・祝は開館)
※休館日：7/16(月・祝)を除く月曜日と 7/17(火),18(水), 8/14(火)
※文化パルク城陽総合受付 ９：００～１７：００
※申込時には作品の搬入はできません。

募集部門：平面／立体

テーマ：自由

応募点数：１人１作品

応募資格：１５歳以上（中学生を除く）

出品料

：１，０００円 （高校生およびそれに相当する学生は無料）
※一度お支払い頂いた出品料は返金できません。

◆作品搬入：２０１８年９月１５日（土）
１３：００～１５：３０ 西館３階 ロビー

◆選外搬出：２０１８年９月２３日（日・祝）
１３：００～１５：００ 西館３階 第３会議室

※作品裏面に作品貼付票を貼って下さい。貼る位置は右頁の
各部門の規格（★印の箇所）をご参照下さい。

◆入選搬出：２０１８年９月３０日（日）
１６：３０～１７：３０ 東館１階 正面玄関ホール

応募作品の規格

●
平

書

※申込書は文化パルク城陽総合受付、文化パルク城陽館内、市内コミセン等に設置しています。
文化パルク城陽ホームページからもダウンロードできます。www.bunkaparcjoyo.net（文化パルク城陽で検索）
＜注意事項＞
※以前に公募展に展示された作品は受け付けません。 ※入賞作品は当館ホームページ等に掲載します。
※審査結果への異議・問合せは受け付けません。
※応募は、本公募展の公募規約の内容を承諾いただいた方に限ります。
※応募作品の取扱いには充分注意しますが、不慮の災害及び紛失等については責任を負いません。
※平面入賞作品は文化パルク城陽内（星待ちキッチン賞は星待ちキッチン内）に１年間借用展示します。

●書作品は必ず右図のサイズ
（規格）に合わせて下さい。→

芸
術
の
秋

■技法について
絵画（水彩・油彩・日本画、など）
版画（木版・銅版・石版、など）
写真（デジタル・アナログ、など）
その他（織・染色・刺繍・切り絵、など）

●
立
体

彫刻（塑像）
陶造形
横幅・奥行とも５０ｃｍ以内、高さ１００ｃｍ以内、重さ４０ｋｇ以下。
その他工芸
■注意事項
１．壊れ易いものはケースに収めて下さい。
２．特殊な作品については、写真・説明図等を添えて搬入時にお申し出下さい。
■技法について
彫刻・塑像（鉄彫・木彫・石膏・テラコッタ、など）
陶造形（陶芸・漆・ガラス、など）

★立体作品の作品貼付票は、
作品の底には貼らずに、
見える位置に貼って下さい。

170cm

88cm
※額装・軸装込みで面積 1.5 ㎡以内

■注意事項
１．展示ができるように額装などの配慮をし、作品が落下しないよう必ず吊紐を
しっかりとつけて下さい。
２．「書」作品は額装・軸装込みのサイズです。
「絵画」「版画」「写真」「その他」は、額・マットを作品の大きさに含めません。
３．必要に応じて透明アクリル板を使用して下さい。（ガラスは不可）
４．画面の凹凸は 10ｃｍ以内です。
５．特殊な作品については、写真・説明図等を添えて搬入時にお申し出下さい。

教育長賞（新人奨励賞）…１点（副賞３万円）
文化協会賞…１点（副賞１万円）
京都新聞賞…１点（刻銘の盾）
ハイスクール賞…図書カード３千円（高校生）
星待ちキッチン賞…５千円分のお食事券

＜申 込 方 法＞
① 所定の申込書（必要事項を記入した出品申込書、作品預かり書、領収書、作品貼付票の４点）
② ・出品料（１，０００円） ※高校生およびそれに相当する学生は無料
・申込者本人宛の結果通知用の封筒（ ８２円切手を貼った“長３号”120 x 235mm ）
③ ①と②を添えて文化パルク城陽総合受付でお申し込み下さい。（9:00～17:00）
④ 郵送の場合はお問い合わせ下さい。（☎ ０７７４－５５－１０１０）
☞郵送先 〒610-0121 京都府城陽市寺田今堀１ 文化パルク城陽 「アートギャラリー2018 係」

Ａ４（もしくは六つ切り）サイズ～Ｂ１（72.8cmｘ103cm）サイズ以内
（組写真はこのサイズに収まること）
アナログ・デジタルは不問
額装・軸装込みの仕上がり面積が 1.5 ㎡以内
（額装・軸装込みの一辺の最大寸法は 170cm 以内を厳守）
※釈文も提出してください（Ａ４サイズ）
※臨書は高校生のみ出品可能です。

★作品貼付票は
作品裏面左上に
貼って下さい。

その他 ８号～５０号以内

：伊庭 新太郎（画家）/太田垣 實（美術評論家）/尾西 正成（書作家）/田嶋 悦子（陶芸家）
田中 仁（写真家）/谷口 淳一（彫刻家）/森田 康雄（画家）/五十音順 敬称略

賞 ：市長賞…１点（副賞１０万円）
文化パルク城陽賞…１点（副賞２万円）
優秀賞…１点（副賞１万円）
佳作…副賞５千円
ふるさと賞…城陽市の特産物

８号（45.5cm x 27.3cm）～５０号（116.7cm x 116.7cm）以内

★書作品の作品貼付票は、
作品の裏面左下に貼って下さい。

作品展示：２０１８年９月１７日（月・祝）～９月３０日（日）＜休館日 9/18(火), 19(水), 25(火), 26(水)＞入場無料
・城陽市歴史民俗資料館 特別展示室(西館４階） １０：００～１７：００ （入場は１６：３０まで）
・スロープ壁面（１～４階） ９：００～２２：００
・プラネタリウム（西館４階） ９：００～１６：３０（入場は１６：００まで）
●最終日の展示は１６：００までです。
●期間中の展示は入賞および入選作品のみです。

授

写真

面

※業者による搬入・搬出は可能ですが、事前に文化パルク城陽へご連絡下さい。(0774-55-1010)

審査員

絵画
版画

