
平成30 年度

第 27 回 愛 護 ギ ャ ラ リ ー 展

作 品 出 展 要 領

１ 出展作品の種類

（1）絵画の部  油彩、水彩、クレパス、デザイン、ちぎり絵等

（2）陶芸の部  雑器、造形

（3）工芸の部  木竹工芸、紙工芸、手工芸等

オリジナルであること

市販のキットによる作品でないこと

２ 出展点数及び規格

（1）１施設の申し込み枠

①絵画 （作品のサイズ）        １施設 大小合わせて合計8点以内

ア 大 （20 号以上で長辺が２m50㎝以内） １施設  3点以内

イ 小 （２０号未満のもの）         

＊20 号とは、約72㎝×72 ㎝（模造紙の半分）くらいの大きさです。

②陶芸                    １施設 １０点以内

１施設、長机3 つ分（約180 センチ×135 センチ）以内で全出展作品を

展示すること。

③工芸             １施設 大小合わせて合計１０点以内

   ア 大作品

縦1ｍ以上×横１ｍ以上×高さ１ｍ以上～1.5ｍ未満×1.5ｍ未満×２ｍ未満

                             １施設  1点以内

イ 小 （上記未満のもの）          

（2）1人または1グループの申し込み枠

①出展作品は、原則として応募者本人の作品とし、各部門１人１点とする。

  ②グループ作品の出展も可能であるが、この場合は１グループ１点とする。

３ 出展の留意事項

（１）前年度の金賞受賞者（個人作品のみ）は、審査の対象とせず、展示のみとなりま

すのでご了承願います。

（2）出展点数や規格を超えた作品は、審査の対象とならない、または、展示をお断

りすることがありますので、出展作品の数、大きさを事前に確認してください。

（３）天井吊り作品は不可

（４）額縁にきちっと収まる作品のみ、かつ、下記に留意したものを「絵画」として出

展すること。毛糸や、綿、折り紙など、厚みがあり、立体的作品は、工芸作品と



する。立体的作品は、工芸作品とする。

・額に汚れがないか？

・表面の板に汚れがないか？

・吊りひもがきちんとついているか？

＜額縁の裏面＞

絵画作品は、全て上から吊って展示しますので必ず額に入れて、額装をきちんと施して

ください。（ガムテープでの固定や紙紐は、不可）

（５）工芸作品で、自立できない作品は、イーゼル等、各出展施設でご用意ください。

（６）壁掛けの工芸作品は、表装をほどこしてください。（例：縁を養生する）

（７）期間中、壊れることがないようにしてください。

（８）電源を使用する場合、熱をおびる器具を使用する場合は、防炎、防火対策を行っ

てください。対策ない場合は、電源等を利用して展示できません。

（９）展示ギャラリー内のパネルに粘着性のあるものでの掲載は、不可です。絶対に使

用しないでください。（壁の修復費用をお支払いいただくことになります）

４ 作品出展者名簿等の作成・公表

作品出展者名簿及び作品出展（カード）には、出品者氏名、作品名、施設名等を

記載し公表するので、出展に際しては、この旨本人の承諾を得ておいてください。

   

５ 作品出展申込書の提出期限

（1）「作品出展申込書」は、字が潰れて判読不可能な場合があるためファックスでの受

付けはいたしません。平成30 年11 月9 日（金）必着とし、を静岡県知的障害

者福祉協会事務局まで提出してください。

（2）提出期限以降の申込書の提出は、受付しません。

６ 出展申込の確認

  事務局は、参加申込を受理した施設（団体）については、11 月22日(木)までに、

「受付確認印」を押印後、ファックスにて返送しますので、これをもって正式に申込

の完了となります。申し込んだにも関わらず、返送がない場合は、11/26（月）以

降、至急ご連絡下さい。

・            ・

金具をしっかり

とめる

丈夫なヒモを

ピンとはる



7 作品の搬入・搬出

（1）搬入

  ①日  時  平成30 年12月11 日（火）9 時30 分～11 時30分

中部地区   ９時30 分～10 時00分

西部地区 10 時15 分～10 時45 分

東部地区 11 時00 分～11 時30 分

    ②搬 入 口  別紙「配置図」のとおり

③場  所  静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

絵画の部 ６階 展示ギャラリー

陶芸の部 ６階 展示ギャラリー

工芸の部 ６階 展示ギャラリー

④対象作品  出展申込作品

  ⑤駐車場について グランシップ１階入り口付近に駐車料金精算機があります。

そこで事前に清算すると、料金が半額になります。

（2）搬入・搬送時の注意事項

  ①搬入口が狭いため、搬入時間を上記のとおり地区別にします。

  ②搬入・搬送については、各施設で責任を持って梱包し、作品の破損・汚損が生じ

ないように留意し、まとめて搬入してください。

③絵画は額付とし、作品の裏面等に必ず施設名及び作者名を記入してください。

なお、フックに掛けられるよう、あらかじめ額に「紐（ひも）」等を付けてくださ

い。仕様に不備がある場合は、掲示できない場合がありますのでご了承ください。

④揮発油など匂いの強い物の使用は避けてください。

⑤陶芸・工芸の作品で、最終日まで壊れないように、固定してきてください。

主催側での修理などは、原則できません。 ただし、工芸作品は、展示公開中に

壊れた場合、できるだけ修復するので、完成型の写真を撮って、受付時に作品出

展カードと一緒にご提出下さい。写真の裏面に施設名と作品名をご記入下さい。

⑥作品出展カードの様式は別紙「作品出展カード」（A５判横型）のとおりです。（当

日持参し、受付でご提示ください）

ア 紙質は「中厚口（紙厚140㎛）」、白色の紙にしてください。

イ 出品者氏名には必ず「ふりがな」を記載してください。

ウ 出品の部門（絵画・陶芸・工芸）と写真、ビデオの撮影（可・否）に○を付

けてください。

エ 作品の大きさで、「大」「小」のどちらかに◯をしてください。

  ⑦搬入受付時、受付印を押印してもらった後、「作品目録」が置いてありますので、

番号を確認し、「作品出展カード」の「ＮＯ．」にご記入し掲載してください。

  ⑧審査員に特筆したいことがあれば、別紙「作品出展カード」にご記入ください。

  ⑨審査までは仮置きとし、調整後、最終的に実行委員会で展示場所を決定します。

⑩中央通用口は、ギャラリー展以外の来館者も多く利用するので、５分以上の留め

置きは、しないでください。

⑪忘れ物は、一切預かりません。グランシップで処分してしまいますのでご注意下

さい。



（3）搬出

  全施設、有料駐車場へ車を停めてから来館してください。（搬出入口に置かない）

  一般道の渋滞を避けるため梱包終了した施設から、実行委員の指示のもと、車を搬

出口につけてもらいます。

① 日  時  平成30年12 月17 日（月）12：00～13：30

西部地区 12 時00 分～１２時30 分

東部地区 12 時30 分～13時00 分

中部地区  13 時00分～13時30 分

②搬 出 口  別紙「配置図」のとおり

③場  所  静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

絵画の部 ６階 展示ギャラリー

陶芸の部 ６階 展示ギャラリー

工芸の部 ６階 展示ギャラリー

④持ち帰り  全ての出展作品を時間内に各施設に持ち帰る。

（4）搬出の注意事項

  ①搬出日の14時00分までに全ての作品の搬出・撤去と清掃を終了してください。

  ②作品を出展した施設は、全ての作品の搬出・持ち帰りを責任持って行ってくださ

い。搬出準備が完了したら、搬出受付ブースまでお越し下さい。実行委員より搬

出の案内をいたします。

8 審査会

（1）日  時  平成30 年12 月 11 日（火）13 時00 分～       

（2）場  所  静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

                           6 階展示ギャラリー

（3）審査中、審査会場への入場はできません。（搬入後、待機する必要はありません）

（4）審査後の講評会はありません。

（5）金賞、銀賞、銅賞の受賞者がいる施設は、授賞式へご出席くださいますようお願

いたします。なお、審査後、対象施設へは、17：00 までに授賞式への出席確認

を実行委員が電話で確認しますので、あらかじめ出欠について相談しておいてく

ださい。

9 セレモニー及び展示の日程等

（1）開会式・表彰式

平成30 年12 月13日（木） 13 時00 分

静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」 ６階 交流ホール

＊金賞、銀賞、銅賞の受賞者は、「受賞者受付」へ開式１５分前までにお越し下さ

い。

（2）テープカット

平成30 年12 月13日（木） 開会式・表彰式 終了後



静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」

６階 展示ギャラリー３ 入口前

（3）展示期間

平成30 年12月 13日（木） テープカット終了後～17 時00 分

平成30 年12月 14日（金）～ 16 日（日）

９時00 分～17 時00分

平成30 年12 月17日（月） ９時00分～12 時00 分

10 搬入、搬出、展示公開日の当番の協力要請

実行委員（ならびに実行委員輩出施設）の負担軽減のため、搬入、搬出、展示公開日

の会場当番等の協力をお願いいたします。

協力していただく日

１２月11 日（火）9：00～17：00

１２月12 日（水）9：00～17：00

１２月13 日（木）９：00～17：00

１２月14 日（金）～16日（日）9：00～17：00

１２月17 日（月）9：00～17：00

なお、大変申し訳ありませんが、旅費は、各自負担でご協力お願いします。協力してい

ただく日が決まりましたら、県知協事務局よりご連絡いたします。（昼食は用意いたしま

す）


