第 43 回

久留米市シニアアート展
久留米市シニアアート展

作品募集

久留米市内に在住の６０歳以上のアマチュアの方なら
応募作品は

久留米市美術館の１階

誰でも作品を出せる展示会です

展示室に展示します

久留米市内在住の 60 歳以上のアマチュアの方なら誰でも出展
展示会の開催日は
できる展示会です。絵画、手芸・工芸、書道、写真、共同作品の
令和３年１２月１６日 木曜日から １２月１９日 日曜日まで
５部門でみなさまの力作を久留米市美術館に展示してみませんか？
優秀作品には表彰もあります。

作品
大募集！

の４日間です

作品を募集する部門は
絵画部門

手芸工芸部門

書道部門

写真部門

応募要件

応募できる人は

●１人１点久留米市在住の 60 歳以上の人で

月曜日で

応募できる人

応募は１人１点です

●絵画
●写真

●手芸・工芸
●共同作品

●書道

応募申込期限

公募展などに未発表のものに限ります

①60 歳以上
なお 表彰式は

募集部門

土日祝日は受け付けできません

受付時間は９時３０分から１６時です

製作後２年以内の作品で
以下の①～③を全て満たす人

の５部門です

アマチュアの方です

（製作後 2専門的な技術者のカタを除きます
年以内で、
公募展などに未発表の作品）
募集の締め切りは
令和３年１１月１５日

久
留
米
市
美
術
館
に
作
品
を
展
示
し
ま
せ
ん
か
？

共同作品部門

令和 3 年１１月１５日（月）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催されませんが

②久留米市内在住者
入賞者には直接事務局から連絡を差し上げます
③アマチュアの方
詳しい募集要項は

※募集要項は裏面をご覧ください。

チラシのうら面をご確認ください

※専門的な技術者の方は不可

なお 会場となる久留米市美術館の住所は

シニアアート展の開催時間は

展示会場

表彰

久留米市野中マチ１０１５

午前１０時から午後５時まで

最終入場受付時間は午後４時３０分です

です
コロナ禍の為、昨年に引き続き
表彰式は行いませんが、入賞者
には直接ご連絡します。

久留米市美術館
シニアアート展に関する お申し込み 問い合わせ先
申込・お問合せ
１階展示室
久留米市老人クラブ連合会 久留米市シニアアート展事務局
久留米市老人クラブ連合会
久留米市長門石１丁目１-３２ 久留米市総合福祉会館２階 「久留米市シニアアート展」事務局
〒830-0027
電話０９４２－３９－１５５０ ＦＡＸ０９４２－３６－６０２２
久留米市長門石 1-1-32
久留米市総合福祉会館 2 階
電話：0942-39-1550
令和３年
F A X：0942-36-6022
１２月 16 日（木）～19 日（日）
（久留米市野中町
1015）
郵便番号 ８３０－００２７

展示期間

10：00～・１7：00
（最終入場時間 16：30 迄）

平日 9：30-16：00
（土日祝は受付できません）
↑音声コード

第 43 回 久留米市シニアアート展作品募集要項

久留米市シニアアート展

１

作品募集要項

募集部門

１．募集部門
絵画(日本画・洋画)
手芸工芸

書道 写真 共同作品

手芸工芸 書道 写真
①絵画（日本画・洋画）
②手芸・工芸 ③書道
⑤（①～④いずれかの）共同作品

共同作品は 絵画
２

④写真

応募規定

作品サイズ タテヨコ 100 センチ 180 センチ以内
応募１人１点まで

共同作品と個人作品の同時応募不可
２．応募規定
作品は製作後 2 年以内で公募展等に未発表のもの

●100ｃｍ×180ｃｍ以内の作品
額装、容器等にガラス使用不可
●１人１点 （共同作品と個人作品の同時応募は不可）
●作品は製作後２年以内で、公募展などに未発表のもの
破損などの責任は負いません 壊れにくく 搬入搬出しやすい作品を出品ください

３

出品申込み

※作品の取扱いには十分注意しますが、破損等の責任は負いませんので、壊れにくく、
事前申込み必要
出品料無料
搬入・搬出が容易な作品をご出品ください。額装、容器等にはガラスを使用しないでください。
事前申込期限
令和３年 11 月 15 日 月曜日午後４時まで
土日祝日受付不可

３．出品申込

受付時間 9 時 30 分から午後 4 時まで
申込は 出品申込ショ に必要事項を記入し

●事前の申込が必要です。
ＦＡＸ してください

事務局に持参 郵送

●事前申込受付期限

●出品料は無料です。

令和３年１１月１５日（月）16：00 まで

申込用紙は 久留米市老人クラブ連合会事務局 久留米市役所長寿支援課 各総合支所市民福祉課 各市民センターにあります
久留米市ホームページで

久留米市シニアアート展

を検索して ダウンロード可能どうｚ

※受付は平日 9：30-16：00 のみ。土日祝は受け付けていません。

●申込方法
「出品申込書」に必要事項をご記入の上、郵送・FAX または下記申込先までお持ちください。

申込先

久留米市老人クラブ連合会 久留米市シニアアート展事務局

※申込書は久留米市老人クラブ連合会事務局、久留米市役所長寿支援課、各総合支所市民福祉課、
各市民センターに設置しています。久留米市ホームページからも「久留米市シニアアート展」で検索して
電話 0942-39-1550 Fax 0942-36-6022
ダウンロードできます。
郵便番号 830-0027 久留米市長門石 1 丁目 1-32 久留米市総合福祉会館 2 階

久留米市シニアアート展
４

作品の搬入搬出

久留米市老人クラブ連合会「久留米市シニアア―ト展」事務局
〒830-0027 久留米市長門石 1 丁目 1-32 久留米市総合福祉会館２階
搬入場所 久留米市美術館１階展示室
搬入日 令和３年 12 月 14 日 火曜日
（電話 ０９４２－３９－１５５０
FAX ０９４２－３６－６０２２）

◆申込先

搬入搬出は必ずマスクの着用し出品者または代理人がおこなってください 出品に係る費用は出品者の負担です

搬出日 令和３年 12 月 21 日 火曜日
新型コロナウイルス感染拡大防止のため 搬入搬出時間はお住まいの校区 町

施設ごとに次のように指定しています

10 時から 12 時 ミイ・山川・山本・草野・善導寺・大橋・ショウジマ・日吉・ササヤマ・ナンクン・コモリノ・合川・宮ノ陣・田主丸・北野

４．作品の搬入・搬出

※必ずマスクの着用をお願いします。

12 時から 14 時 ニシコクブ・カナマル・ヒガシコクブ・南・上津・コウラウチ・セイホウ・京町・鳥飼・長門石・安武・アラキ・大善寺・ツブク・
ジョウジマ・三潴

●作品の搬入・搬出は、必ず出品者または代理人が行ってください。出品にかかる費用は
出品者の負担となります。

1４時から 16 時 介護施設等で出品する方

５．表彰について

●搬入・搬出時間は右記の通り、出品者の
市長賞 市議会議長賞 老人クラブ連合会長賞 など があります。
校区・町・施設ごとに指定しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため表彰式は開催しません
●搬入日時 ：令和３年 12 月 14 日（火）
出品者に全員記念品を作品搬出時に進呈します
搬出日時 ：令和３年 12 月 21 日（火）
受賞者に直接連絡をします

●搬入場所 ：久留米市美術館１階展示室

10：00-12：00 御井・山川・山本・草野・善導寺・大橋
荘島・日吉・篠山・南薫・小森野
合川・宮ノ陣・田主丸・北野
12：00-14：00 西国分・金丸・東国分・南・上津・青峰
高良内・京町・鳥飼・長門石・安武
荒木・大善寺・津福・城島・三潴
14：00-16：00 介護施設等で出品される関係者

５．表彰
●市長賞、市議会議長賞、老人ｸﾗﾌﾞ連合会長賞
●優秀賞・アイデア賞・努力賞・最高齢者賞・特別賞
※入賞者には直接連絡します。各出品者への記念品は作品返却時にお渡し致します。
※出品者全員に記念品を進呈しています。記念品は作品搬出時にお渡し致します。
↑音声コード

