
 

堺市報道提供資料 

令和 4 年 7 月 15 日提供 

 

第 76 回堺市展の作品を募集します 
 

 堺市では、令和４年 9 月 1 日（木）から第 76 回堺市展の作品を募集します。 

 堺市展は、堺の美術文化の中核を担ってきた伝統を有する美術展であり、今回で 76 回目を迎えます。毎年市内

外から多数の方にご応募いただいており、審査の結果、優秀な作品には、堺市長賞、公益財団法人堺市文化振興

財団理事長賞等が授与され、展示されます。 

なお開催に際しては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じて実施します。 

 

１ 開催趣旨 

広く美術作品を公募し、将来の文化芸術を担う人材の育成や美術文化の一層の発展を図る。また、

美術作品を展示することにより、芸術鑑賞の機会を提供し、市民の文化活動の促進を図る。 

 

２ 応募資格 

16 歳以上の方（令和 4 年 4 月 1 日現在の年齢。堺市在住・在学・在勤を問いません。） 

 

３ 部   門 

絵画、立体造形、写真、書道・てん刻  計 4 部門 

 

４ 応募点数 

1 人 1 部門につき 1 点 

 

５ 応募費用 

1 点につき 1,000 円 

 

６ 作品規定 

別添作品募集要項のとおり 

 ※作品募集要項は、堺市ホームページで掲載するほか、市役所市政情報センター、各区役所市政情 

コーナー等で配布。 

 

７ 申込方法 

事前申込が必要です。（別添作品募集要項を参照） 

 ※郵便またはインターネットで申込。 

 



 

８ 申込期間 

9 月 1 日（木）～10 月 7 日（金）（必着） 

 

９ 賞 

堺市長賞（各部門 1 点）･･････････････････････････・  副賞 8 万円 

（公財）堺市文化振興財団理事長賞（各部門 1 点）･･･  記 念 品 

 芸術新人賞（各部門 1 点）（※）･･･････････････････  副賞 2 万円 

（※）新進芸術家の育成を目的とし、各部門の入賞・入選の中から 40 歳未満を対象とする賞です。 

 

10 展 覧 会 

1 期：立体造形（一般）、写真、書道・てん刻  令和 4 年 11 月 9 日（水）～13 日（日） 

 2 期：絵画、立体造形（招待）           令和 4 年 11 月 16 日（水）～20 日（日） 

  

11 会場 

堺市立文化館 ギャラリー（JR 阪和線「堺市」駅前 ベルマージュ堺弐番館 2～3 階） 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担  当  課：文化観光局 文化部 文化課 

電    話：072-228-7143 

フ ァ ッ ク ス：072-228-8174 

 



絵画

日 時  委託搬入…令和4年10月28日（金）13:00～16:00　
 直接搬入…令和4年10月29日（土）10:00～17:00（12:00-13:00は除く）
 　　　　　令和4年10月30日（日）10:00～13:00

会 場  堺市立文化館ギャラリー（JR阪和線「堺市」駅 徒歩約3分）

日 時  １期 ●立体造形（一般） ●写真 ●書道・てん刻…令和4年11月9日（水）～12日（土）10:00～17:00，13日（日）10:00～13:00　
 2期 ●絵画 ●立体造形（招待★）………………令和4年11月16日（水）～19日（土）10:00～17:00，20日（日）10:00～13:00
 ※入賞・入選作品のみ展示します。
    ★…招待とは委嘱および無鑑査並びに本年度無鑑査のことです。

会 場  堺市立文化館ギャラリー（JR阪和線「堺市」駅 徒歩約3分）

●主　催：堺　市　　　　●特別協力：公益財団法人堺市文化振興財団

応募点数  1人1部門につき1点　　　　
応募費用  1点につき1,000円
応募資格  16歳以上の方（令和4年4月1日現在） ※堺市以外に在住の方も応募できます。

第76回 堺市展 作品募集要項
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申込締切

㊎7

! 〈書道〉の作品規定の一部が変更になります。
また、他にも昨年度からの変更点がありますので、必ず募集要項を確認し、ご応募ください。

•日本画 •水墨画
•洋　画 •版　画 等

•彫刻 •工芸 等

新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況により、本展が中止となる場合が

ございます。

必着

絵　画  小西 通博（創画会会員）　宅和 寿子（堺美術協会会員）　西田 桐子（兵庫県立美術館課長（特別展・国際交流課））

 樋本 千穂（主題派美術協会会員）　森 倫章（大阪芸術大学客員教授）

立体造形  植野 比佐見（和歌山県立近代美術館主任学芸員）　川瀬 清（堺美術協会会員）　吉向 松月（陶芸家）　山口 啓子（（一社）大阪工芸協会副会長）　若杉 聖子（京都市立芸術大学准教授）

写　真  伊藤 広志（写団くろねこ会員）　大橋 勝（大阪芸術大学教員）　杉本  和彦（堺美術協会会員）　安井 正一（国画会写真部会員）　矢部 六合市（大阪芸術大学准教授）

書道・てん刻  居谷 邑月（堺美術協会会員）　　伊代田 抱荷（（公財）独立書人団審査会員）　　川畑 薫（松花堂美術館学芸員）

 座本 大 （毎日書道展審査会員）　　堂本 雅人（（公社）日展会員）　　

五十音順（予告なく変更する場合があります。）

堺市立文化館 ギャラリー
堺市堺区田出井町1-2-200 ベルマージュ堺弐番館2～3階

•文化館2階は、JR阪和線「堺市」駅と歩道で繋がっています。
•文化館専用駐車場はありません。車でお越しの場合はベルマー
ジュ堺地下駐車場または近隣の駐車場（いずれも有料）をご
利用ください。作品の搬入・搬出時は、ベルマージュ堺地下
駐車場から専用エレベーターで文化館へ上がることができま
す。なお、駐車券の割引等はいたしません。

堺市展 会場

本事業は、「自由都市堺文化芸術まちづくり条例」第９条、第１３条及び「第2期堺文化芸術推進計画」に定める重点的方向性１に該当する事業です。

堺市 文化観光局 文化部 文化課 堺市展担当 電話  072-228-7143（平日 9:00～17:30）
FAX  072-228-8174 E-mail  bunka@city.sakai.lg.jpお問い合わせ

●堺市展にて「芸術新人賞」を受賞した方々によ
る展覧会を開催し、若手作家の活躍をサポート
しています。

　昨年度の展覧会では第74回堺市展にて芸術
新人賞を受賞した6人が、フレッシュなアートを
出品しました。

堺市立文化館（堺 アルフォンス・ミュシャ館）

New Face Art 堺

●若手アーティストの更なる飛躍を願い、堺市内で
の活動機会を提供する制度です。

　（活動例）
・ワークショップ講師（一般、未就学児、小・中学

生向けなど）
・「さかいアートパワー」（堺市新進アーティスト

バンク作品展）での作品展示　など

堺市新進アーティストバンクのお問い合わせは、
（公財）堺市文化振興財団へお願いします。
（TEL  072-228-0880  平日9:00-17:30）

〈堺
市展〉

は若手アーティストを応援します
堺市展では若手アーティストの活動を応援するため、

さまざまな取り組みを行っています。
●

★40歳未満を対象とする芸術新人賞を設けています。
　受賞者には賞金2万円と若手アーティストを対象とした展覧会への出品権が贈られ

ます。

★堺市展で入賞した20歳以上40歳未満の方は、「堺市新進アーティストバンク」
へ登録することができます。

堺市新進アーティストバンク

令和4年度文化資源活用推進事業



・作品は応募者本人が制作した未発表のものに限ります。加筆や改
作は認めません。

・額装にはガラスを使用しないでください。（アクリル板は可。た
だし日本画にアクリル板を使用すると、　審査しづらい場合があ
ります。）

・壁面使用の作品には、必ず吊下げ紐（針金不 
可）を付け、展示可能な状態にしてください。

・作品規定外の作品であると判明した場合は当該作品の入賞・入選
等を取り消します。

・立体作品は展示室、エレベーターの大きさを考慮した大きさにし
てください。

応募作品搬入前に事前申込が必要です。以下をご確認のうえ、 
応募受付期間内に郵送・インターネットいずれかの方法でお申
込ください。

応募受付期間
令和4年9月1日（木）～10月7日（金）

申 込 方 法
郵送またはインターネットでお申込ください。
応募費用1,000円は、作品搬入時にお支払いください。

郵送による申込

応募受付期間内に「応募申込書」の太枠内をすべて記入し下記
宛先に郵送してください（10月7日（金）必着）。

宛　先

〒590-0078　堺市堺区南瓦町3-1　堺市文化課　堺市展担当

インターネットによる申込

応募受付期間内に堺市電子申請システムより応募申込をして
ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/
kanko/bunka/art_kanrenjigyo/
event/7248782021121015372
7553.html

申込受付完了後

▶︎受付完了後、次の書類を発送するので確認してください。
　・「作品貼り付け票」(搬入日を記載したもの)
　・「作品受付票兼引換票」（搬出日を記載したもの）
　・「釈文用紙」（書道・てん刻部門のみ）

▶︎「作品貼り付け票」記載の指定日時に、応募作品を搬入してく
ださい。
　【搬入時に必要なもの】
　1）応募作品（裏面右上に「作品貼り付け票」貼付）
　2）応募費用1点につき1,000円
　3）作品受付票兼引換票　
　4）レイアウト図等（立体造形、組写真のみ）
　5）記入した釈文用紙（書道・てん刻部門のみ）
　※釣銭のないよう、ご準備ください。
　※委託搬入の場合は応募費用も事業者にお預けください。

賞
●堺市長賞（各部門1点）……副賞８万円　　●公益財団法人堺市文化振興財団理事長賞（各部門1点）……記念品
●芸術新人賞……副賞２万円（各部門の入賞・入選者のうち40歳未満を対象とする賞です）
●堺市議会議長賞、堺市教育委員会教育長賞　など
※審査結果によっては入賞該当者なしの場合があります。
※入賞作品は堺市や後援団体の作成する印刷物等への掲載、堺市の作品展示にご協力をお願いすることがあります。

審 査 発 表
入選、入賞、選外の通知は郵便でお知らせします。　　　　　　　　
なお、審査結果についてのお問い合わせには対応いたしかねます。　　

作品講評会 　本年度は行いません。

表　彰　式
令和4年12月3日（土）13:00 ～　フェニーチェ堺にて
※入賞者のみ出席いただきます。
※詳細は別途入賞者にご案内します。

搬　入

●委託搬入（推奨）
日時　令和4年10月28日(金) 13:00 ～ 16:00
事業者委託による搬入を推奨します。ご依頼しやすい事業者に、
事前に直接ご依頼ください。

（参考事業者）
▶︎アスール美術（堺市　絵画）TEL/ 090-8375-5634
▶︎大阪画材製造所（堺市　絵画）TEL/ 072-278-0547
▶︎東洋額装（豊中市　書道・てん刻）TEL/ 06-4866-8588  ほか
※別途事業者に支払う費用がかかります。

●直接搬入（事前予約制）
日時　令和4年10月29日（土）10:00～12:00、13:00～17:00
　　　令和4年10月30日（日）10:00～13:00
1. 応募申込時に希望搬入日を選択してください。
2. 搬入当日は「作品貼り付け票」に記載の指定日に搬入してくだ

さい。
※例年、初日の早い時間帯は混雑するため、搬入まで時間がかか

ります。ご了承ください。
※グループ等で3点以上の作品を代表者が同時に搬入する場合は
　委託搬入出をお選びください。

搬入場所：堺市立文化館ギャラリー（委託搬入・直接搬入共通）

搬　出  

●委託搬出（推奨）
日時　1期【立体造形（一般）、写真、書道・てん刻】
　　　令和4年11月13日（日）16:00 ～ 17:00
　　　2期【絵画、立体造形（招待）】
　　　令和4年11月20日（日）16:00 ～ 17:00

●直接搬出…下記の日時に搬出してください。（予約不要）

入選・入賞作品
日時　1期【立体造形（一般）、写真、書道・てん刻】
　　　令和4年11月13日（日）14:30 ～ 17:00
　　　2期【絵画、立体造形（招待）】
　　　令和4年11月20日（日）14:30 ～ 17:00

選外作品
日時　令和4年11月5日（土）、6日（日）13:00 ～ 17:00
　　　または13日（日）10:00 ～ 13:00
※搬出最終日を過ぎても引取がない場合は送料着払いで作品を

返送します。その際損傷、紛失等の責任は一切負いません。あ
らかじめご了承ください。

 応　募  搬入・搬出 作品規定
部門 作品の大きさ等 額の規定 　　　　　　　　　備　考

絵
画

●20号（50㎝×72.7㎝）以上
　50号（116.7㎝×116.7㎝）以内

●版画については50号
　（116.7㎝×116.7㎝）以内

額を使用する場合
は仮額装（額幅5cm
以内）のこと

日本画、水墨画、洋画、版画等。
屏風、軸、色紙は不可。
キャンバスを使用しない場合はマット加工可。

立
体
造
形

●台置き：
　45cm×60cmの台に載せられるもの
　（ただし、カバー掛け展示の場合は
　内寸44cm×60cm）

●床置き： 1.5ｍ×1.5ｍ以内

●壁掛け： 額を含めて縦1.8ｍ×横1.2ｍ以内

額を使用する場合
は、額は作品の大き
さに含む

彫刻、陶芸、染色、染織、漆芸、木工、竹工、金工、人形、七
宝、ガラス、その他等。
いずれも安定して展示できるもの。重量は全体で100kg
以内、単体１個は30kg以内。（人力で安全に移動設置でき
るものに限る。）

※前後、天地のわかる展示見本の写真またはレイアウト
図を必ず添付してください。

写
真

●四つ切（25.4㎝×30.5㎝）または
　A4（21㎝×29.7㎝）以上
　全紙（45.7㎝×56㎝）以内

（紙焼きプリントまたはプリンタによるプリント
アウト作品のみ）

額装または
マットパネル等使用
のこと

組み写真は3枚以内。

※組み写真の場合は、展示見本の写真またはレイアウト
図を必ず添付してください。

書
道・て
ん
刻

　額装した仕上がり寸法
●縦形175cm×90cm以内
●横形50cm×170cm以内
●方形95cm×95cm以内

 昨年度より規定を変更しておりますので、
         ご注意ください。

額装のこと

軸は不可。臨書不可。てん刻は印影のみ。
申込完了後に届く指定用紙に釈文を記入し、作品とともに
提出すること。

（展示の際、掲示しますので、丁寧にご記入ください。）

作品規定 
に違反した作品は受付後に選外とさせていただきますので、必ず当表及び注意事項等をご確認ください。

※展示スペースの都合により、展示方法についてはご希望に添えない場合が
　あります。

堺市電子申請システム

●個人情報の取り扱い
・応募にかかる個人情報は、堺市展の運営及び新型コロナウイルス感染

防止の目的以外には使用しません。
・入選及び入賞作品は氏名、住所（市区町村まで）とともに主催者が出

版物、ホームページ上、展示事業等に無償で利用することを承認した
ものとします。

●写真撮影について
・会期中は展示作品の写真撮影やSNSへの投稿は可能とします。来場者

が作品を撮影し、SNS等インターネット上で掲載することがあります
が、予めご理解のうえ、ご出品ください。なお、肖像権等の作品に関
する権利手続きは出品者の責任の元、執り行ってください。

額裏面

吊り下げ紐
を付けてく
ださい

ヒートンは
内向きに
付けてください

作
品
貼
り
付
け
票

（※

右
上
に
貼
付
）

搬出日に作品引取がない場合は運営に大きな支障を 
きたしますので、必ず指定日時に搬出をお願いします。
 

※吊り下げ紐がない場合、受け付けできません。
※吊り下げ紐は針金不可。

●注意事項
・展示困難な作品や、主催者が危険と判断する作品は受付できません。
・作品の梱包材等は搬入後に各自でお持ち帰りください。
・応募作品（額を含む）は展示・審査・移動等に耐えられるようにしてく

ださい。損傷、紛失等については理由のいかんにかかわらず、主催者は
一切責任を負いかねますのでご了承ください。必要な方は保険をかけて
ください。

・応募費用はいかなる理由があっても返金いたしません。
・写真部門に応募される方は、被写体（特に人物）の肖像権侵害等に配慮し、

応募者自らが了承を得たうえでご応募ください。

＜展示室＞
出入口：幅約190cm
　　　　高さ220cm
室　内：高さ250cm 
 
 

＜エレベーター＞
出入口：幅約80cm
　　　　高さ210cm
かご寸法：奥行128cm
　　　　　高さ228cm



・作品は応募者本人が制作した未発表のものに限ります。加筆や改
作は認めません。

・額装にはガラスを使用しないでください。（アクリル板は可。た
だし日本画にアクリル板を使用すると、　審査しづらい場合があ
ります。）

・壁面使用の作品には、必ず吊下げ紐（針金不 
可）を付け、展示可能な状態にしてください。

・作品規定外の作品であると判明した場合は当該作品の入賞・入選
等を取り消します。

・立体作品は展示室、エレベーターの大きさを考慮した大きさにし
てください。

応募作品搬入前に事前申込が必要です。以下をご確認のうえ、 
応募受付期間内に郵送・インターネットいずれかの方法でお申
込ください。

応募受付期間
令和4年9月1日（木）～10月7日（金）

申 込 方 法
郵送またはインターネットでお申込ください。
応募費用1,000円は、作品搬入時にお支払いください。

郵送による申込

応募受付期間内に「応募申込書」の太枠内をすべて記入し下記
宛先に郵送してください（10月7日（金）必着）。

宛　先

〒590-0078　堺市堺区南瓦町3-1　堺市文化課　堺市展担当

インターネットによる申込

応募受付期間内に堺市電子申請システムより応募申込をして
ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/
kanko/bunka/art_kanrenjigyo/
event/7248782021121015372
7553.html

申込受付完了後

▶︎受付完了後、次の書類を発送するので確認してください。
　・「作品貼り付け票」(搬入日を記載したもの)
　・「作品受付票兼引換票」（搬出日を記載したもの）
　・「釈文用紙」（書道・てん刻部門のみ）

▶︎「作品貼り付け票」記載の指定日時に、応募作品を搬入してく
ださい。
　【搬入時に必要なもの】
　1）応募作品（裏面右上に「作品貼り付け票」貼付）
　2）応募費用1点につき1,000円
　3）作品受付票兼引換票　
　4）レイアウト図等（立体造形、組写真のみ）
　5）記入した釈文用紙（書道・てん刻部門のみ）
　※釣銭のないよう、ご準備ください。
　※委託搬入の場合は応募費用も事業者にお預けください。

賞
●堺市長賞（各部門1点）……副賞８万円　　●公益財団法人堺市文化振興財団理事長賞（各部門1点）……記念品
●芸術新人賞……副賞２万円（各部門の入賞・入選者のうち40歳未満を対象とする賞です）
●堺市議会議長賞、堺市教育委員会教育長賞　など
※審査結果によっては入賞該当者なしの場合があります。
※入賞作品は堺市や後援団体の作成する印刷物等への掲載、堺市の作品展示にご協力をお願いすることがあります。

審 査 発 表
入選、入賞、選外の通知は郵便でお知らせします。　　　　　　　　
なお、審査結果についてのお問い合わせには対応いたしかねます。　　

作品講評会 　本年度は行いません。

表　彰　式
令和4年12月3日（土）13:00 ～　フェニーチェ堺にて
※入賞者のみ出席いただきます。
※詳細は別途入賞者にご案内します。

搬　入

●委託搬入（推奨）
日時　令和4年10月28日(金) 13:00 ～ 16:00
事業者委託による搬入を推奨します。ご依頼しやすい事業者に、
事前に直接ご依頼ください。

（参考事業者）
▶︎アスール美術（堺市　絵画）TEL/ 090-8375-5634
▶︎大阪画材製造所（堺市　絵画）TEL/ 072-278-0547
▶︎東洋額装（豊中市　書道・てん刻）TEL/ 06-4866-8588  ほか
※別途事業者に支払う費用がかかります。

●直接搬入（事前予約制）
日時　令和4年10月29日（土）10:00～12:00、13:00～17:00
　　　令和4年10月30日（日）10:00～13:00
1. 応募申込時に希望搬入日を選択してください。
2. 搬入当日は「作品貼り付け票」に記載の指定日に搬入してくだ

さい。
※例年、初日の早い時間帯は混雑するため、搬入まで時間がかか

ります。ご了承ください。
※グループ等で3点以上の作品を代表者が同時に搬入する場合は
　委託搬入出をお選びください。

搬入場所：堺市立文化館ギャラリー（委託搬入・直接搬入共通）

搬　出  

●委託搬出（推奨）
日時　1期【立体造形（一般）、写真、書道・てん刻】
　　　令和4年11月13日（日）16:00 ～ 17:00
　　　2期【絵画、立体造形（招待）】
　　　令和4年11月20日（日）16:00 ～ 17:00

●直接搬出…下記の日時に搬出してください。（予約不要）

入選・入賞作品
日時　1期【立体造形（一般）、写真、書道・てん刻】
　　　令和4年11月13日（日）14:30 ～ 17:00
　　　2期【絵画、立体造形（招待）】
　　　令和4年11月20日（日）14:30 ～ 17:00

選外作品
日時　令和4年11月5日（土）、6日（日）13:00 ～ 17:00
　　　または13日（日）10:00 ～ 13:00
※搬出最終日を過ぎても引取がない場合は送料着払いで作品を

返送します。その際損傷、紛失等の責任は一切負いません。あ
らかじめご了承ください。

 応　募  搬入・搬出 作品規定
部門 作品の大きさ等 額の規定 　　　　　　　　　備　考

絵
画

●20号（50㎝×72.7㎝）以上
　50号（116.7㎝×116.7㎝）以内

●版画については50号
　（116.7㎝×116.7㎝）以内

額を使用する場合
は仮額装（額幅5cm
以内）のこと

日本画、水墨画、洋画、版画等。
屏風、軸、色紙は不可。
キャンバスを使用しない場合はマット加工可。

立
体
造
形

●台置き：
　45cm×60cmの台に載せられるもの
　（ただし、カバー掛け展示の場合は
　内寸44cm×60cm）

●床置き： 1.5ｍ×1.5ｍ以内

●壁掛け： 額を含めて縦1.8ｍ×横1.2ｍ以内

額を使用する場合
は、額は作品の大き
さに含む

彫刻、陶芸、染色、染織、漆芸、木工、竹工、金工、人形、七
宝、ガラス、その他等。
いずれも安定して展示できるもの。重量は全体で100kg
以内、単体１個は30kg以内。（人力で安全に移動設置でき
るものに限る。）

※前後、天地のわかる展示見本の写真またはレイアウト
図を必ず添付してください。

写
真

●四つ切（25.4㎝×30.5㎝）または
　A4（21㎝×29.7㎝）以上
　全紙（45.7㎝×56㎝）以内

（紙焼きプリントまたはプリンタによるプリント
アウト作品のみ）

額装または
マットパネル等使用
のこと

組み写真は3枚以内。

※組み写真の場合は、展示見本の写真またはレイアウト
図を必ず添付してください。

書
道・て
ん
刻

　額装した仕上がり寸法
●縦形175cm×90cm以内
●横形50cm×170cm以内
●方形95cm×95cm以内

 昨年度より規定を変更しておりますので、
         ご注意ください。

額装のこと

軸は不可。臨書不可。てん刻は印影のみ。
申込完了後に届く指定用紙に釈文を記入し、作品とともに
提出すること。

（展示の際、掲示しますので、丁寧にご記入ください。）

作品規定 
に違反した作品は受付後に選外とさせていただきますので、必ず当表及び注意事項等をご確認ください。

※展示スペースの都合により、展示方法についてはご希望に添えない場合が
　あります。

堺市電子申請システム

●個人情報の取り扱い
・応募にかかる個人情報は、堺市展の運営及び新型コロナウイルス感染

防止の目的以外には使用しません。
・入選及び入賞作品は氏名、住所（市区町村まで）とともに主催者が出

版物、ホームページ上、展示事業等に無償で利用することを承認した
ものとします。

●写真撮影について
・会期中は展示作品の写真撮影やSNSへの投稿は可能とします。来場者

が作品を撮影し、SNS等インターネット上で掲載することがあります
が、予めご理解のうえ、ご出品ください。なお、肖像権等の作品に関
する権利手続きは出品者の責任の元、執り行ってください。

額裏面

吊り下げ紐
を付けてく
ださい

ヒートンは
内向きに
付けてください

作
品
貼
り
付
け
票

（※

右
上
に
貼
付
）

搬出日に作品引取がない場合は運営に大きな支障を 
きたしますので、必ず指定日時に搬出をお願いします。
 

※吊り下げ紐がない場合、受け付けできません。
※吊り下げ紐は針金不可。

●注意事項
・展示困難な作品や、主催者が危険と判断する作品は受付できません。
・作品の梱包材等は搬入後に各自でお持ち帰りください。
・応募作品（額を含む）は展示・審査・移動等に耐えられるようにしてく

ださい。損傷、紛失等については理由のいかんにかかわらず、主催者は
一切責任を負いかねますのでご了承ください。必要な方は保険をかけて
ください。

・応募費用はいかなる理由があっても返金いたしません。
・写真部門に応募される方は、被写体（特に人物）の肖像権侵害等に配慮し、

応募者自らが了承を得たうえでご応募ください。

＜展示室＞
出入口：幅約190cm
　　　　高さ220cm
室　内：高さ250cm 
 
 

＜エレベーター＞
出入口：幅約80cm
　　　　高さ210cm
かご寸法：奥行128cm
　　　　　高さ228cm



絵画

日 時  委託搬入…令和4年10月28日（金）13:00～16:00　
 直接搬入…令和4年10月29日（土）10:00～17:00（12:00-13:00は除く）
 　　　　　令和4年10月30日（日）10:00～13:00

会 場  堺市立文化館ギャラリー（JR阪和線「堺市」駅 徒歩約3分）

日 時  １期 ●立体造形（一般） ●写真 ●書道・てん刻…令和4年11月9日（水）～12日（土）10:00～17:00，13日（日）10:00～13:00　
 2期 ●絵画 ●立体造形（招待★）………………令和4年11月16日（水）～19日（土）10:00～17:00，20日（日）10:00～13:00
 ※入賞・入選作品のみ展示します。
    ★…招待とは委嘱および無鑑査並びに本年度無鑑査のことです。

会 場  堺市立文化館ギャラリー（JR阪和線「堺市」駅 徒歩約3分）

●主　催：堺　市　　　　●特別協力：公益財団法人堺市文化振興財団

応募点数  1人1部門につき1点　　　　
応募費用  1点につき1,000円
応募資格  16歳以上の方（令和4年4月1日現在） ※堺市以外に在住の方も応募できます。

第76回 堺市展 作品募集要項

立体
造形 写真

書道
・

てん刻

搬　入

展　示

審査員

応募費用・資格等

申込締切

㊎7

! 〈書道〉の作品規定の一部が変更になります。
また、他にも昨年度からの変更点がありますので、必ず募集要項を確認し、ご応募ください。

•日本画 •水墨画
•洋　画 •版　画 等

•彫刻 •工芸 等

新型コロナウイ
ルス感染症の拡大状況により、本展が中止となる場合が

ございます。

必着

絵　画  小西 通博（創画会会員）　宅和 寿子（堺美術協会会員）　西田 桐子（兵庫県立美術館課長（特別展・国際交流課））

 樋本 千穂（主題派美術協会会員）　森 倫章（大阪芸術大学客員教授）

立体造形  植野 比佐見（和歌山県立近代美術館主任学芸員）　川瀬 清（堺美術協会会員）　吉向 松月（陶芸家）　山口 啓子（（一社）大阪工芸協会副会長）　若杉 聖子（京都市立芸術大学准教授）

写　真  伊藤 広志（写団くろねこ会員）　大橋 勝（大阪芸術大学教員）　杉本  和彦（堺美術協会会員）　安井 正一（国画会写真部会員）　矢部 六合市（大阪芸術大学准教授）

書道・てん刻  居谷 邑月（堺美術協会会員）　　伊代田 抱荷（（公財）独立書人団審査会員）　　川畑 薫（松花堂美術館学芸員）

 座本 大 （毎日書道展審査会員）　　堂本 雅人（（公社）日展会員）　　

五十音順（予告なく変更する場合があります。）

堺市立文化館 ギャラリー
堺市堺区田出井町1-2-200 ベルマージュ堺弐番館2～3階

•文化館2階は、JR阪和線「堺市」駅と歩道で繋がっています。
•文化館専用駐車場はありません。車でお越しの場合はベルマー
ジュ堺地下駐車場または近隣の駐車場（いずれも有料）をご
利用ください。作品の搬入・搬出時は、ベルマージュ堺地下
駐車場から専用エレベーターで文化館へ上がることができま
す。なお、駐車券の割引等はいたしません。

堺市展 会場

本事業は、「自由都市堺文化芸術まちづくり条例」第９条、第１３条及び「第2期堺文化芸術推進計画」に定める重点的方向性１に該当する事業です。

堺市 文化観光局 文化部 文化課 堺市展担当 電話  072-228-7143（平日 9:00～17:30）
FAX  072-228-8174 E-mail  bunka@city.sakai.lg.jpお問い合わせ

●堺市展にて「芸術新人賞」を受賞した方々によ
る展覧会を開催し、若手作家の活躍をサポート
しています。

　昨年度の展覧会では第74回堺市展にて芸術
新人賞を受賞した6人が、フレッシュなアートを
出品しました。

堺市立文化館（堺 アルフォンス・ミュシャ館）

New Face Art 堺

●若手アーティストの更なる飛躍を願い、堺市内で
の活動機会を提供する制度です。

　（活動例）
・ワークショップ講師（一般、未就学児、小・中学

生向けなど）
・「さかいアートパワー」（堺市新進アーティスト

バンク作品展）での作品展示　など

堺市新進アーティストバンクのお問い合わせは、
（公財）堺市文化振興財団へお願いします。
（TEL  072-228-0880  平日9:00-17:30）

〈堺
市展〉

は若手アーティストを応援します
堺市展では若手アーティストの活動を応援するため、

さまざまな取り組みを行っています。
●

★40歳未満を対象とする芸術新人賞を設けています。
　受賞者には賞金2万円と若手アーティストを対象とした展覧会への出品権が贈られ

ます。

★堺市展で入賞した20歳以上40歳未満の方は、「堺市新進アーティストバンク」
へ登録することができます。

堺市新進アーティストバンク

令和4年度文化資源活用推進事業



第76回 堺市展 応募申込書  受付期間 9月1日㊍～10月7日㊎
●太枠内を楷書で丁寧にご記入ください。●年齢は令和4年4月1日現在でご記入ください。●応募申込書は1作品につき1枚必要です。

絵画　 立体造形　 写真　 書道・てん刻

学生の場合（○で囲み、学年を記載）
高校　短大　専門学校　大学　大学院  （　　　年）

　　　学生の場
歳

組写真の場合（数字を記載） 枚組

縦　　　　　cm　×　横　　　　　cm　×　奥行　　　 cm

号

□ 堺市長賞　□ 堺市文化振興財団理事長賞　□ 芸術新人賞

□ 初めて　□ 2回以上応募歴あり

　　 事業者名（グループで搬入出する場合は代表者氏名）

　 　連絡先

　□ 直接搬入出（以下にも を記入）

□ 委託搬入出（推奨）※
搬入は10月28日（金） 13:00～16：00

　搬出は11月13日（日）、20日（日） 16:00～17：00
※

・日本画
・洋画
・版画
・その他
（　　　　　　　）　

・彫刻　　・陶芸　　・染色
・染織　　・漆芸　　・木工
・竹工　　・金工　　・人形
・七宝　　・ガラス
・その他（　　　　　　　　）

絵

画

立
体
造
形

〒　　　   ―

招待部門の方は、該当箇所を○で囲む
無鑑査
本年度無鑑査
委　嘱

受付
番号

堺　市
使用欄

　堺市展受賞歴
（該当箇所に ）

　堺市展への応募

　

搬入出方法

（どちらかに ）

□　10月30日（日）

入選

選外

１期（立体造形（一般）、写真、書道・てん刻）11月13日（日）14：30～17：00

２期（絵画、立体造形（招待）） 11月20日（日）14：30～17：00

11月5日（土）・6日（日） 13：00～17：00

11月13日（日） 10：00～13：00

□　10月29日（土）
10：00～ 12：00
13：00～ 17：00

10：00～ 13：00
直接搬入
 （希望日時に ）

⬇直接搬入出の場合は必ず下記日程での搬入出をお願いします⬇

直接搬出

下記の項目を必ずご確認ください。（以下にも を記入）

了承
確認

 □ 私は作品募集要項に記載の事項をすべて確認し、了承しました。

部　　門
（○で囲む）

　
住　　所

フリガナ

氏　　名

電話番号

年　　齢
（令和4年4月1日現在）

ジャンル
（○で囲む）

※絵画・　
　立体造形のみ　

作品タイトル

作品のサイズ等
  ※該当箇所のみ記入
 ※「書道・てん刻」は 
     額装したサイズ 

素材・技法など
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