
愛媛県内子町の風物をテーマとした絵画を募集します。

1、 出品者の資格と作品
●一般の部

資格 :国籍・画歴・会派など関係なくどなたでも参加できます。

作品 :サ イズ 8～ 30号。額装 し、吊り紐装着。ガラスは不可。

点数 :ひ とり3点 まで

出品料 :ひ とり10,000円 (「地展」会員は無料)

●生徒の部

資格 :小 中学生

作品等 :四 つ切画用紙に制作 したもの、または、一般の部と同様

の作品、ひとり1点 。出品無料。

※学校、教室やグループで生徒 5名 以上を一括して出品する場合

は別途「問い合わせ先」までお問い合わせください。

2、 展覧会と賞
●会場   愛媛県美術館南館  すべての入選作品を展示します。

●会期   平成 25年 2月 6日 (水 )～ 2月 10日 (日 )

●賞    地展大賞、愛媛県知事賞、愛媛県文化協会長賞、

愛媛県教育長賞 (生徒の部)、 内子町長賞、

優秀賞、努力賞ほか

●審査員  内子町長、地展理事長、地展審査委員ほか

●入選・入賞発表

審査実施後、郵便で通知 します。

●表彰式  2月 9日 (土)11:00～  愛媛県美術館講堂

※表彰式終了後、懇親会を開催。出品者どなたでも参加できます。

3、 応 募 締 切 と応 募 手続 き

●応募締切 (必着 )

● 応募手続き

■ 田m□諷目に必要事項を記入し、 6の問い合わせ・申込

書送付先まで郵便でお送 りください。「出品申込書」受理後の

内容の変更・取 り消 しはできません。

※「出品票」は作品貼 り付け用ですので郵送 しないでください。

日 出品料・手数料 (いずれも生徒の部を除く)を払い込み ください。

■出品料 ひとり10,000円 (「地展」会員は無料)

■手数料 運送便による搬入出の場合。ひとり2,000円 。

※銀行口座振込または郵便振替にてお願いします。

【銀行振込口座】特定非営利活動法人地域美術展協会

伊予銀行本店営業部 普通預金 No.4547640

【郵便振替口座】地域美術展協会 口座No.01620-4-7773

4、 作品搬入出
「出品申込書」の「搬入出方法」でいずれかを選択してください。
●搬入 作品 (額)裏側右上隅のよく見える場所に必要事項を記入

した「出品票」をしつかりと貼 り付けてください。複数出

品の場合、「出品申込書」と「出品票」の 1～ 3の番号・

題名が一致すること。

(直接搬入 )

>〒 790-0007 松山市堀之内

愛媛県美術館南館 1階 「地展」受付会場

電話 090-8286-3517(担当者直通 )

※注意 指定して

ください。

直接搬入作品の箱や梱包材は預かることができません。

●搬出 展覧会最終日 16:00～ 17:00会場にて。運送便の場合は

送料着払いで返送 します。

5、 その他

●主催者は宣伝、広報のため、作品の撮影・解説・掲載を行うこと

があります。

●出品作品は預かり中、注意して取り扱いますが、不慮の損害や

紛失については責任を負いません。

●展覧会開催後、内子町の施設等に飾るため、寄贈可能な作品の中

から数点を寄贈していただくことがありますので「出品申込書」

の「寄贈」欄で可否を必ず選択してください。

6、 問 い合わせ 口申込書送付 先

NPO法人 地域美術展協会

〒790-0943 愛媛県松山市古川南 1-21-30

電話 089-921-8750  Eメ ール kouboOklnbl jp
http:// chiten― 」apan art coocan jp/
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品 1 裏右上に貼付

【搬入 2月 3日 】題名は申込書と一致すること

題名

きりとリ ーーーーーーーーーーーーーー きりとり

作品裏右上に貼付

【搬入 2月 3日 】題名は申込書と一致すること

題名

作品裏右上に貝占付

【搬入 2月 3日 】題名は申込書と一致すること

題名

氏 名 氏 名

住 所 住 所

きりとり

1月 15日締切 (必着 )。 枠内記入欄すべてを記入してください。 内子町を描く絵画展

複数出品の場合 出品申込書」と「出品票」の作品 (1～ 3の番号・題名)が一致すること。変更・取 り消 しはできません。

フリガナ 資 格

住 所

T

氏 名 一般  地展会員

小学生  中学生

生年月 日 T・ S・ H    年 月 日 ( 才 )

画 歴

所属団体

電 話

FAX等

作品 1

15字 以内

題名

(油・日・水・パ・版・ち)大 きさ(    )寄 贈 (可・否)

職業または

学校名学年

作品 2

15字 以内

題名

(油・ 日・水・パ・版・ち)大 きさ(    )寄 贈 (可・否 )

懇親会 a、 出席 (   名)  b、 欠席

搬入出方法

a、 個人が直接搬入出

b、 業者 (       )が 直接搬入出

c、 運送便にて搬入出

作品 3
15字 以内

題名

(油・ 日・水・パ・版・ち)大 きさ(    )寄 贈 (可・否 )


