
主催：藤沢市展実⾏委員会

共催：藤沢市教育委員会
構成団体：藤沢市美術家協会・藤沢市書道協会・藤沢写真協会・藤沢華道協会・藤沢市・公益財団法⼈藤沢市みらい創造財団

問合せ：公益財団法⼈藤沢市みらい創造財団芸術⽂化事業課 ☎:0466-28-1135 FAX:0466-25-1525

賞 優秀な作品には次の賞を贈呈します。※該当無しの場合有り。また作品審査はすべて⾮公開。

◆協会賞 ( 1名)    ◆市⻑賞 ( 1名)
◆市議会議⻑賞 ( 1名) ◆教育委員会賞 ( 1名)
◆実⾏委員会賞 ( 1名)  ◆秀作賞 (若⼲名)
◆奨励賞 (18歳以下・若⼲名)

表彰式
6⽉２３⽇(⽇) １３時15分から
藤沢市⺠会館 第1展⽰集会ホール

【審査員】美術・・・藤沢市美術家協会審査員
    書道・・・藤沢市書道協会審査員
    写真・・・⽇本写真講師協会フォトインストラクター 中⽥達男・早川幸夫
    華道・・・⽇本⼥性新聞社社⻑ ⻄川治嘉・洋画家 唐⽊信允
                             タウン誌「ふじさわびと」代表取締役 ⼤野⽊加代⼦

第69回藤沢市展⽇程 会場:藤沢市⺠ギャラリー(ルミネ藤沢店6階)
時間:10時から19時まで※華道の6⽉6⽇(⽊)と各⽇曜⽇は17時まで。⽉曜⽇は休館⽇。

【写真】 6⽉ 4⽇(⽕)から6⽉ 9⽇(⽇)まで

【書道】 6⽉18⽇(⽕)から6⽉23⽇(⽇)まで

【美術】 6⽉11⽇(⽕)から6⽉16⽇(⽇)まで
    講評会 6⽉16⽇(⽇)14時から【華道】 6⽉ 4⽇(⽕)から6⽉ 6⽇(⽊)まで公募作品

    6⽉ 7⽇(⾦)から6⽉ 9⽇(⽇)まで公募の⼊賞作品/会員作品
    講評会 6⽉ 6⽇(⽊) 16時30分から

受付⽇時

【書道】  10時から12時 
【写真】  10時から13時

藤沢市⺠ギャラリー（ルミネ藤沢店6F）

応募資格 市内在住・在勤・在学 ( 私塾・サークル活動等を含む )。
年齢制限については、各部の出品規定をご覧ください。

応募料⾦ 無料 ( 但し、作品の搬⼊・搬出・荷造り等にかかる費⽤は出品者の⾃⼰負担 )
応募条件 応募点数は各部⾨⼀⼈１点までとし、⾃作の未発表作品とする。

未発表とは、コンテスト未応募作品・藤沢市⺠ギャラリー未展⽰作品とする。また規格外や
陳列に特殊な装置を必要とする作品、安定性などに於いて⻑期展⽰に耐え得ない作品や、公
序良俗に反するものや反社会的なもの、または反社会的勢⼒に関連するもの、あるいはそれ
らの可能性があると判断した作品は受付ません。

5⽉11⽇(⼟)
12⽇(⽇)

201９年

【美術】  10時から14時
【華道】  10時から14時

第6９回 藤沢市展
美術・書道・写真・華道

公
募

藤沢市⺠による
の総合展 各部の作品を募集します。



第 69 回藤沢市展 出品規定

美 術

絵画・彫塑部⾨ ⼯芸部⾨部⾨

種類

⼤きさ

仕上げ

搬出⽇ 6⽉16⽇(⽇) 17時から18時まで

油彩 ⽔彩 パステル ⽇本画 ⽔墨画 版画
デッサン デザイン 彫塑 ⽴体造形 など

陶芸 染織 七宝 ⼈形
⽪⾰ ガラス ⾦⼯ ⽊⼯ など

15歳以上

平⾯作品
  6 号 ( ⻑い⽅の⼨法が 41cm) 以上 100 号 ( 縦横 162cm) 以内

壁⾯作品は、必ず額装、吊り⾦具、吊り紐を付けること。
※表⾯にガラス使⽤は不可 ( アクリルは可 )。また、裏⾯に突起のあるものは受付不可。

応募年齢

⽴体作品
  重さ 100kg 以内  縦横 180cm× ⾼さ 200cm 以内

写 真
応募年齢

種類

⼤きさ

仕上げ

搬出⽇ 6⽉9⽇(⽇) 17時から18時まで

テーマは⾃由。単写真のみ(組写真は不可)

15歳以上

A4・四切・A3・A3 ノビ・半切

パネル張り、または額装とする。
 (30cm×21cm 以上 63cm×51cm 以内 )
必ず吊り⾦具、吊り紐を付けること。
表⾯ガラス受付不可 ( アクリル可 )
裏⾯に突起ある額装も受付不可。

その他

※肖像権など関わる作品は、被写体となる⽅
に必ず了承を得ていること。

※過去の藤沢市展において協会賞、市⻑賞、
市議会議⻑賞、教育委員会賞、実⾏委員会
賞のうち、いずれか 2 回受賞した⽅の作品
は審査対象外とします。

華 道

応募年齢 8歳以上

定員 50名

形式 ⾃由 (但し、アレンジメント及び造花不可)

⼤きさ 幅60cm×奥⾏き75cm以内
※活け込み及び展⽰場所は、くじ引きで決定。

活け込み⽇ 6⽉3⽇(⽉)16時から18時まで

活け込み
注意事項

あげ花⽇ 6⽉6⽇(⽊) 17時から18時まで
※受賞作品は6⽉9⽇(⽇)17時から17時30分まで

※⽔は、会場に⽤意します。
※活け込み当⽇に、会場内にて注意事項など

の事前説明を遵守してください。
※活け込みは、出品者⼀⼈で⾏ってください。

( 会場は、閉め切ります )
※作品の製作会場で⾏ってください。
※規定違反が認められた場合、受賞審査対象

外とします。
※ゴミは各⾃お持ち帰りください。

応募者多数の場合、抽選とします。
抽選は即⽇実施し、結果は郵送にて
通知します。

 （開場 15時15分 受付開始 15時30分）

書 道
15歳以上

漢字・かな・篆刻（印影のみ）

半切縦書または、半切1/2(約33cm×65cm)
縦横書⾃由
刻字は、半紙⼤より半切縦以内
※額装、枠張りの⾯積を除く。

額装、枠張り（軸装は受付不可）

応募年齢

種類

⼤きさ

仕上げ

搬出⽇ 6⽉23⽇(⽇) 17時から18時まで



  1. 応募年齢については、受付⽇の年齢とします。
  2. 出品申込書や出品票、釈⽂票は、楷書で正しくご記⼊ください。
  3. 応募作品は、展⽰期間終了まで返却することはできません。
  4. 搬出の際は「預り証」を必ずお持ちください。
  5. 搬出⽇を過ぎた場合には、応募作品の保管について責任を負いません。
  6. 作品受付後に出品規定に反することが判明した場合には、出品をお断りすることもあります。
  7. 業者に依頼して搬⼊搬出をする場合には、すべての連絡調整は応募者⾃⾝で⾏ってください。
  8. 作品の展⽰場所については、主催者⼀任とさせていただきます。
  9. 作品の取扱いについては⼗分に注意しますが、展覧会という性質上、額縁などに若⼲の損傷

や汚損が⽣じることがあります。主催者側の過失による損害については、主催者が加⼊する
賠償責任保険の範囲内で補償します。

10. 事業の広報活動において、藤沢市展の様⼦や受賞作品の写真を使⽤する場合があります。
11. 出品申込書でご提供いただいた個⼈情報は、藤沢市展に関する⼀連の事項以外には使⽤しま

せん。

●共通注意事項●

美術(絵画・彫塑部⾨・⼯芸部⾨)・書道・写真の作品審査は、即⽇実施し、⼊賞作品を決定します。
華道の作品審査については、6 ⽉ 3 ⽇ (⽉) の活け込み⽇に、即⽇実施します。受賞者には、
郵送にて通知します。また、作品審査については、全て⾮公開です。

●作品審査について●

藤沢市⺠ギャラリー
〒251-0052 藤沢市藤沢 438 番地の 1 ルミネ藤沢店 6F
      ☎ 0466-26-5133 FAX 0466-26-5144

※藤沢市⺠ギャラリー専⽤の駐⾞場はありません。
JR 藤沢駅北⼝から徒歩 1 分

アクセス

作品受付⽇
作品受付⽇は、藤沢市⺠ギャラリーの
正⾯⼊⼝よりご来場ください。
ルミネ藤沢店裏⼝の業務⽤エレベー
ターや⾮常階段は、利⽤しないでくだ
さい。

搬出⽇
各部の搬出時間帯（華道の部は活け込
み時間も含む）は、藤沢市⺠ギャラリー
の正⾯⼊⼝が施錠されているため、
ルミネ藤沢店裏⼝の業務⽤エレベー
ターまたは⾮常⽤階段を利⽤してくだ
さい。（3階利⽤不可）
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