
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

開催期間
会場 : 藤沢市民ギャラリー（ODAKYU湘南GATE 6階）
時間 : 10時から19時まで  ※月曜日は休館日。日曜日は17時まで

【写真】 6月20日(火)から6月25日(日)まで
【華道】 6月20日(火)から6月22日(木)まで 公募作品
                   講評会 6月22日(木) 16時30分から 
  　　　  6月23日(金)から6月25日(日)まで 入賞作品/会員作品
【美術】 6月27日(火)から7月2日(日)まで
                   講評会 7月2日(日) 14時30分から
【書道】 7月4日(火)から7月9日(日)まで

作品受付日時 藤沢市民会館 （藤沢市鵠沼東8番1号）

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

出品料金 （但し、作品の額装購入・写真の現像・搬入・搬出・荷造りなどにかかる
 費用は、出品者の自己負担とします。）

出品条件 出品点数は各部門一人１点までとし、自作の未発表作品とします。
未発表とは、コンテスト未発表作品・藤沢市民ギャラリー未展示作品とします。
規格外や陳列に特殊な装置を必要とする作品、安定性などにおいて長期展示に耐え
得ない作品、公序良俗に反するものや反社会的なもの、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、出品できません。

無料

【美術】  第1展示集会ホール
【書道】  第2展示集会ホール
【写真】  第2会議室
【華道】  郵送 5/28(日)必着

5月 28日（日）
2023年

10時から12時まで 
※美術の受付は、混雑防止のため応募作品の種類別に時間を指定させていただきます。
　詳しくは、出品規定をご覧ください。

第73回 藤沢市展
美術・書道・写真・華道

公
募

藤沢市民による
の総合展 各部の作品を募集します。

表彰式

7月9日(日) 15時から(予定)
藤沢市民会館 第1展示集会ホール

　新型コロナウイルス感染症の影響で、開催が中止または変更となる場合があります。
　応募にあたってはこの点をご留意いただき、作品の額装購入や写真の現像、荷造りなどのご準備をお願いします。
　今後の開催情報は、直接お問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。

〒251-0026　藤沢市鵠沼東 8 番 1 号 藤沢市民会館内 1F

〈市民の芸術文化活動の支援と振興を図ることを目的として、美術・書道・写真・華道の各部の作品を公募する総合展です。〉

《募集要項》

■協賛概要
藤沢市全体で活気溢れる「藤沢市展」にするため、企業・商店、団体の皆様に協賛を募集します。
■対象
藤沢市内及び近隣市町村の企業・商店、団体、先着 40 社
■受付期間
3月 1日 ( 水 ) ～ 5 月 25 日 ( 木 )
■協賛特典
作品展示期間中（6月 20 日 ( 火 ) から 7月 9日 ( 日 ) の期間）に来場者に配付する目録に広告を掲載します。
印刷部数は 3,500 部。広告のサイズは、Ｗ75ｍｍ以下×H50mm以下。
■協賛金
1口 5,000 円
現金、現金書留、または銀行振込のいずれかの方法により、お支払いください。
※現金書留手数料や振込手数料はご負担ください。
詳しくは財団ホームページ（https://f-mirai.jp/arts/）をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
企業・商店、団体様のあたたかいご支援をよろしくお願いします。
お問合せ：公益財団法人藤沢市みらい創造財団芸術文化事業課
TEL：0466-28-1135 　FAX：0466-25-1525　 E-mail：arts@f-mirai.jp



表彰式 7月11日(日) 13時30分から(予定)
藤沢市民会館 第1展示集会ホール

<< 賞の審査について >>
　○美術（絵画 ・ 彫塑部門 ・ 工芸部門）・ 書道 ・ 写真は、 受付終了後、 直ちに実施します。
　○華道　6 月 19 日（月）の活け込みが終了した後、 直ちに実施します。
　　※受賞者には、 郵送にて通知します。 お電話での問い合わせは、 ご遠慮ください。
　　 ※作品審査は、 全て非公開です。

◆協会賞（大賞）１名　　　◆市長賞　１名　　　◆市議会議長賞　１名　　　◆教育委員会賞　１名
◆実行委員会賞　１名　 
◆奨励賞　対象１８歳以下･若干名　　　◆秀作賞　若干名　　※各賞に商品券等の副賞あり

賞

第 73 回 藤沢市展 出品規定
各部門の規定をよくお読みいただき、 ご応募ください。 規定から外れると受付できません。

審査員

受付日時
所定の申込用紙に記入のうえ、表紙下部に記載の
公益財団法人藤沢市みらい創造財団芸術文化事業課
宛までに郵送。5/28(日) までに必着。

5/28(日)　10時から12時まで

定員
50名
応募者多数の場合、抽選。抽選は、即日実施し
結果は郵送にて通知します。

種類 アレンジメント及び造花不可 単写真のみ

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

A4・四切・A3・A3ノビ・半切
※額を除く写真のみのサイズ

仕上げ

・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）。
・裏面に突起のあるものは受付不可。

搬出日
(あげ花日)

6/22(木) 17時から18時まで
※受賞作品は、6/25(日)17時から18時まで

6/25(日) 17時から18時まで
※上記時間内で搬出時間を指定

そのほか
注意事項等

・活け込みに使用する水は、会場で用意します。
・活け込み当日に、会場で説明される注意事項を遵守
　すること。
・活け込みは、出品者一人で行うこと。
・会場は、閉め切ります。
・作品の製作は、会場で行うこと。
・ゴミは、各自持ち帰ること。

・肖像権など関わる作品は、被写体となる方に必
ず了承を得ること。

・過去の藤沢市展において協会賞、市長賞、市議
会議長賞、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 写真

・日本女性新聞社社長 　西川　治嘉
・タウン誌「ふじさわびと」　
　　　　　　　　 代表取締役 大野木　加代子
・株式会社ジェイコム湘南・神奈川
　　　　  湘南局地域プロデューサー 瀧 真弓

・東京工芸大学 芸術学部写真学科
　教授　　 上田 耕一郎
　准教授　勝倉 崚太
・舞台写真家
  日本写真家協会正会員　寺司 正彦

年齢 8歳以上 15歳以上

・活け込み日は、6/19(月)16時から開始します。

・そのほか、出品者に注意事項等を郵送します。



絵画・彫塑部門 工芸部門

審査員

受付
日時

5/28(日)

藤沢市書道協会審査員

5/28(日)

　受付の混雑を避けるため、作品の種類別に持ち込み
時間を分けさせていただきます。

①10時から11時まで
　油彩・水彩・パステル・デッサン・デザインの平面作品
②11時から12時まで
　上記以外の平面作品と彫塑、工芸部門

10時から12時まで

種類
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 漢字・かな・刻字（印影のみ）

大きさ

   半切または半切1/2　縦額のみ
   (半切:約135cm×約35cm)
   (半切1/2:67cm×約35cm)

刻字は、半紙大より半切縦以内
※額装、枠張りの面積を除く

仕上げ 額装、枠張り
※軸装は受付不可

搬出日 7/9(日) 17時から18時まで
※上記時間内で搬出時間を指定

藤沢市美術家協会審査員

平面作品 … 6号(額を含まない作品の長い方の寸法が41cm)以上
100号(縦横162cm)以内 ※但し、工芸部門の作品はこの限りではない
立体作品 … 重さ 100kg 以内
　　　　　　　　幅・奥行き 180cm×高さ200cm 以内
壁面作品は、必ず額装、吊り金具、吊り紐を付けること。

※表面にガラスは、受付不可（アクリル可）
※裏面に突起のあるものは、受付不可
※軸装は、受付不可

7/2(日) 17時から18時まで
※上記時間内で搬出時間を指定

美術
書道

　出品申込書に記載された個人情報は、 藤沢市展の目録に氏名 ・ 作品名などを掲載するほか、 展示の作品見
出しや事業の広報活動などの藤沢市展に関わる運営において、 使用させていただきます。
　また、 藤沢市美術家協会と藤沢市書道協会では、 今回の美術の部と書道の部の出品者の方のうち、 過去の
藤沢市展において受賞者や充実した作品を出品している方などを対象に、 各協会の会員として推挙しています。
　美術の部と書道の部で各協会への個人情報提供に同意いただいた方につきましては、 会員として推挙された場
合のみ、 各協会へ個人情報を提供させていただきます。
　

個人情報の取り扱いについて

    1. 出品規定の年齢については、 受付日の年齢とします。
　  2. ご応募いただいた作品は、 基本的にすべて展示します。 なお、 出品数が多く、 会場の展示スペースの問題で

全ての作品が展示できない場合は、 抽選とさせていただきます。
    3. 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。
    4. 出品した作品は、 展示期間終了まで返却することはできません。
    5. 出品受付時にお渡しする 「預り証」 を必ずお持ちください。
    6. 搬出日を過ぎた場合には、 応募作品の保管についての責任は負いません。
    7. 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、 出品をお断りする場合があります。
    8. 業者に依頼して搬入 ・ 搬出する場合、 すべての連絡調整は、 出品者自身で行ってください。
    9. 作品の展示場所は、 主催者一任とさせていただきます。
  10. 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。

そのほか注意事項

年齢 15歳以上 15歳以上



アクセス

藤沢市民会館 ( 作品受付 )
〒251-0026　藤沢市鵠沼東 8 番 1 号
　　　　　　  ☎ 0466-28-1135　FAX 0466-25-1525

JR･小田急線 藤沢駅南口から徒歩約 10 分
※藤沢市民会館に専用の駐車場はありません。自動車で
　ご来館の方は、隣の奥田公園駐車場をご利用ください。
　（駐車券認証による割引有り）

藤沢市民ギャラリー ( 作品展示 )
〒251-8570　藤沢市南藤沢 21-1 ODAKYU 湘南 GATE 6 階
　　　　　　☎ 0466-26-5133　FAX 0466-26-5144

JR・小田急江ノ島線藤沢駅南口から徒歩 3 分
※藤沢市民ギャラリー専用の駐車場はありません。

至江の島

協賛のお願い

■協賛概要
藤沢市全体で活気溢れる「藤沢市展」にするため、企業・商店、団体の皆様に協賛を募集します。
■対象
藤沢市内及び近隣市町村の企業・商店、団体、先着 40 社
■受付期間
3月 1日 ( 水 ) ～ 5 月 25 日 ( 木 )
■協賛特典
作品展示期間中（6月 20 日 ( 火 ) から 7月 9日 ( 日 ) の期間）に来場者に配付する目録に広告を掲載します。
印刷部数は 3,500 部。広告のサイズは、Ｗ75ｍｍ以下×H50mm以下。
■協賛金
1口 5,000 円
現金、現金書留、または銀行振込のいずれかの方法により、お支払いください。
※現金書留手数料や振込手数料はご負担ください。
詳しくは財団ホームページ（https://f-mirai.jp/arts/）をご覧いただくか、下記までお問い合わせください。
企業・商店、団体様のあたたかいご支援をよろしくお願いします。
お問合せ：公益財団法人藤沢市みらい創造財団芸術文化事業課
TEL：0466-28-1135 　FAX：0466-25-1525　 E-mail：arts@f-mirai.jp


