
いきいき美術展ホームページからもご覧いただけます

■審査方法
事務局が選出した審査員（10 人）が持ち点 10 点で各作品に点数を付けていきます。
点数を多く獲得した方より各賞を発表いたします。
今年の審査員は貝川代三先生、高﨑尚昭先生、寺田みのる先生、安田泰幸先生、三好利治先生
高齢者大学校代表、昨年の大賞受賞者 2 名、美術愛好家代表、事務局井戸啓司で行います。
出展者の獲得点数は会場で閲覧できます。受付にお申し出ください。

■講評について（受付に 500円 お支払いください）
　10 月 2 日（火）  5 日（金）  6 日（土）　井戸啓司先生（14:00 ～ 16:30）

■講評＆ワンポイントアドバイス＆添削（受付に 1,000円／1点 お支払いください）
　10 月 3 日（水）　高﨑尚昭先生（14:00 ～ 16:30）
　　　　　　　　  出品作品以外で、添削して欲しいご自身の作品をお持ちください。

■特別講座
　10 月 4 日（木）　王　軍先生「花を描く」　　　　　 　参加料 6,000 円（13:00 ～ 17:00）
　10 月 5 日（金）　王　軍先生「海外の風景」（予定）　 参加料 6,000 円（12:00 ～ 16:00）
　10 月 6 日（土）　井戸啓司先生「渓谷を描く」　　　   参加料 3,000 円（13:00 ～ 15:30）

■入賞発表
　　入賞者は郵送でご連絡いたしますが、ホームページでは初日から告知しています。

■搬出入の途中受付について
　搬出入の煩雑さを軽減するため下記 2 箇所で事前受付を行います。
　高槻　9 月 21 日（金）13:00 ～ 14:00　
　　JR 高槻駅横　「クロスパル / 高槻市立総合市民交流センター」4 階　第四会議室
　山田　9 月 14 日（金）14:00 ～ 16:00
　　阪急電車、モノレール山田駅東　「ゆいぴあ / 夢つながり未来館」4 階　第二会議室

　不明な場合 090-8522-6175 井戸まで。　搬出入経費 2,000 円かかります。
　簡易な包装でお持ち込みください。

第6回 シニアのための

いきいき美術展
申込期限  2018年9月8日（土）

会期

開場時間

2018年10月2日（火）〜10月7日（日）

11:00〜17:00（最終日は16:00閉館）

事務局

〒559-0033

大阪市住之江区南港北2-1-10 ITM棟11階

ATCエイジレスセンター内

NPO法人健康寿命増進機構 「いきいき美術展」係

TEL. 06-6170-9822 井戸宛

FAX. 06-6170-9832

出品申込書及出品規約

大阪府・大阪市、錦秀会グループ、アジア太平洋トレードセンター㈱、

ハイアットリージェンシー大阪、㈱ベイ・コミュニケーションズ

会場

出品料

主催者

協力

後援

問合せ・
出品申込・
作品送付先

ATCビル10階 大阪デザイン振興プラザ
デザインギャラリー／ショーケース
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10  ITM棟10階

1点 4,000円 （2点 7,000円）

「いきいき美術展」実行委員会
　NPO法人健康寿命増進機構

ATCエイジレスセンター

協賛 ㈱フェリーさんふらわあ、㈱朝日旅行、㈱カワチ



■作品の搬入・撤去

作品および作品預かり証は下記ア）イ）いずれかの方法で搬
入してください。
※作品預り証は引き取りの際に必要となります。直接搬入の
際作品と一緒にお持ちください。委託搬入の際は作品に添付
してお送りください。申込書と一緒に送らないようお気をつ
けください。
ア）直接搬入・搬出 

●搬入 

【搬入期間】9月 19日（水）～ 22（土）  12:00～ 16:30 

ATCビル ITM棟 11階の ATCエイジレスセンター内いきい
き生涯学習塾（会場は別紙を参照）まで、期間内に出品者

（代理人）が持参し手続きを行ってください。 
梱包資材はお持ち帰りください。置いて帰る場合は保管
料として 500円ご負担願います。 
●搬出 

会期終了日 10/7（日）およびその翌日 10/8（月）に、作品
預かり証をご持参のうえ展示会場に取りにお越しください。

イ）委託搬入・搬出 

直接搬出ができない場合は宅配業者に委託してください。 
作品預かり証を作品に同封してください。確認の上押印
してお返しします。 
預かり証は搬出の際必要です。
●一般の宅配業者を使用する場合 

一般の宅配業者は美術品の扱いを拒否することがあり
ます。その場合は日本郵便のゆうパックをご利用くだ
さい。費用は個人負担です。厳重に梱包をした上で、
送り状の「逆さま厳禁」と「下積み厳禁」の項目にチェッ
クをつけてください。返送をご希望の方は事務局にて
手続きを取ってください。その際、保管料・開梱手数
料として 2,000 円を申し受けます。出品料にプラスし
てお支払いください。

●美術専門の宅配業者を使用する場合 
高価で重厚な額を使用する場合は、破損する恐れがあ
りますので、事務局までお問い合わせください。

●一括搬入・搬出を利用する場合 
後日詳細を発表。 
 　

■その他

●作品は受付後十分注意して取り扱いますが、不可抗力によ
る損傷については、主催者、委託業者は一切責任を負いま
せん。保険等各自でご加入ください。

●額縁のレンタルについて 
事務局にお問い合わせください。

■問合せ先
　応募内容に関するお問い合わせは

〒 559-0034
大阪市住之江区南港北 2-1-10　ITM 棟 11 階
ATC エイジレスセンター内
NPO 法人健康寿命増進機構 いきいき美術展係 宛
TEL.　06-6170-9822 井戸宛
FAX.　06-6170-9832

http://ikiikibijututen.com/

いきいき美術展 出品規約 申込期限 搬入期限 9月23日(日)9月8日(土) 展覧会 10月2日から

■応募資格
満 50 歳以上の方 (1968 年 10 月 3 日までに誕生した方）
アマチュアに限定（カルチャーの講師は資格なし）

■作品規定
1. 種類 

油彩画、水彩画（アクリル画含む） 
F4 号以内は 2 段掛けになる場合もあります。 
水彩画・油彩画ともに最大 10 号まで。 
作品の応募受付は約 170 人です。人数に達した際は締切
ります。

2. 額縁について 

ガラス使用は不可。アクリル (額縁店・画材店でオーダー
可能）をご使用ください。 
釣り紐を装着し、壁面展示可能な状態で搬入すること。

3. 注意事項 

他の公募展、コンクールで発表したもの、あるいは他人
の作品を模写したものは対象外。

■審査と賞
実行委員会から要請する 10 人の審査員の得点方式で集計し
た後、専門家の意見を参考に厳正に審査を行います。入賞者
に限りご連絡いたします。

※審査経過、結果理由に関してのお問い合わせや苦情は一
切受け付けません。

※展示する場所に関しては、事務局に一任し、苦情は一切
受け付けできません。

賞・審査について  
大賞  　2 点 　　賞状と副賞 各20,000円
知事賞  　1 点 　　賞状と副賞
市長賞  　1 点 　　賞状と副賞
優秀賞  　3 点 　　賞状と副賞
入賞  　12 点 　　賞状と副賞
奨励賞  　5 点 　　賞状と副賞
特別賞  　2 点 　　賞状と副賞
スポンサー賞 　多数 　　副賞

※スポンサー賞は 8 月下旬ごろ決定します

※前回大賞 ・ 優秀賞を受賞された方は、 審査員として招へいし、 特別

展示を致します （報酬あり）。 ただし上記の賞は、対象外となります。

■出品申し込み・出品方法
● 出品申込書 

下記申込期限までに「出品申込書」(右ページ）を記入して
郵送するとともに出品料を郵便振替口座に払い込みくだ
さい。入金確認後、正式受付といたします。
内容 住所、氏名、電話番号、種類、出品点数、作品サ

イズ、タイトル、搬入・搬出方法を記入。
 

● 作品預り証 
作品搬入の際添付してください。押印してお返しします。
搬出の際必要となります。

● 作品貼付票 
作品の右上にお貼りください。

● 空箱貼付表 
空箱の表と裏の右上に貼ってください（事務局に預ける方だけ）

● 振込口座 
出品料は郵便局で下記口座にお願いいたします。（一旦納
入された出品料は理由の如何にかかわらず返金できません
のでご注意ください） 
 
 
 

● 出品料 
1点 4,000円（宅配料は個人負担） 
2点 7,000円（宅配料は個人負担） 

申し込み期限　平成 27年9月9日（土）必着

振替口座番号　00920-8-233838
加入者名　いきいき美術展

いきいき美術展 出品確認書 2018年9月8日（土）締切

※事務局記入

現住所

FAXからお申込みできます。06-6170-9832

〒　　　　　　

ふりがな
氏名

電話番号

生年月日 大・昭  年 月 日（  歳）

作品１

作品２

FAX

タイトル

タイトル 種類（油・水）
大きさ

種類（油・水）
大きさ

搬入・搬出
直接搬入・搬出

一般宅配業者

いきいき美術展 作品預り証

※事務局記入
作品１

作品２
タイトル

タイトル

氏名 殿

いきいき美術展
事務局

作品貼付票 作品1 作品裏面
右上に貼付

作品
裏側

タイトル

氏名

上記ラベルは作品の裏面右上に貼り付けてください（空箱を預ける方だけ記入）

上記ラベルは空箱用です。箱の裏表（箱と蓋）に貼り付けてください

ゆうパック
一括搬入

委託搬入・搬出

最終日搬出

箱預かり

円 配置 (※事務局記入）

作品貼付票 作品2 作品裏面
右上に貼付

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の表面左上に貼付空箱貼付票 作品1

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の裏面右上に貼付空箱貼付票 作品1

作品
裏側

タイトル

氏名

空箱貼付票 作品2

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の表面左上に貼付

空箱貼付票 作品2

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の裏面右上に貼付

※本預り証を申込書と一緒に送らないようお気をつけください

搬入の際、作品と一緒にお持ちください。
搬出の際にも作品と引き換えますので必要となります。

円
宅配受付

（  ）
印



いきいき美術展ホームページからもご覧いただけます

■審査方法
事務局が選出した審査員（10 人）が持ち点 10 点で各作品に点数を付けていきます。
点数を多く獲得した方より各賞を発表いたします。
今年の審査員は貝川代三先生、高﨑尚昭先生、寺田みのる先生、安田泰幸先生、三好利治先生
高齢者大学校代表、昨年の大賞受賞者 2 名、美術愛好家代表、事務局井戸啓司で行います。
出展者の獲得点数は会場で閲覧できます。受付にお申し出ください。

■講評について（受付に 500円 お支払いください）
　10 月 2 日（火）  5 日（金）  6 日（土）　井戸啓司先生（14:00 ～ 16:30）

■講評＆ワンポイントアドバイス＆添削（受付に 1,000円／1点 お支払いください）
　10 月 3 日（水）　高﨑尚昭先生（14:00 ～ 16:30）
　　　　　　　　  出品作品以外で、添削して欲しいご自身の作品をお持ちください。

■特別講座
　10 月 4 日（木）　王　軍先生「花を描く」　　　　　 　参加料 6,000 円（13:00 ～ 17:00）
　10 月 5 日（金）　王　軍先生「海外の風景」（予定）　 参加料 6,000 円（12:00 ～ 16:00）
　10 月 6 日（土）　井戸啓司先生「渓谷を描く」　　　   参加料 3,000 円（13:00 ～ 15:30）

■入賞発表
　　入賞者は郵送でご連絡いたしますが、ホームページでは初日から告知しています。

■搬出入の途中受付について
　搬出入の煩雑さを軽減するため下記 2 箇所で事前受付を行います。
　高槻　9 月 21 日（金）13:00 ～ 14:00　
　　JR 高槻駅横　「クロスパル / 高槻市立総合市民交流センター」4 階　第四会議室
　山田　9 月 14 日（金）14:00 ～ 16:00
　　阪急電車、モノレール山田駅東　「ゆいぴあ / 夢つながり未来館」4 階　第二会議室

　不明な場合 090-8522-6175 井戸まで。　搬出入経費 2,000 円かかります。
　簡易な包装でお持ち込みください。

第6回 シニアのための

いきいき美術展
申込期限  2018年9月8日（土）

会期

開場時間

2018年10月2日（火）〜10月7日（日）

11:00〜17:00（最終日は16:00閉館）

事務局

〒559-0033

大阪市住之江区南港北2-1-10 ITM棟11階

ATCエイジレスセンター内

NPO法人健康寿命増進機構 「いきいき美術展」係

TEL. 06-6170-9822 井戸宛

FAX. 06-6170-9832

出品申込書及出品規約

大阪府・大阪市、錦秀会グループ、アジア太平洋トレードセンター㈱、

ハイアットリージェンシー大阪、㈱ベイ・コミュニケーションズ

会場

出品料

主催者

協力

後援

問合せ・
出品申込・
作品送付先

ATCビル10階 大阪デザイン振興プラザ
デザインギャラリー／ショーケース
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10  ITM棟10階

1点 4,000円 （2点 7,000円）

「いきいき美術展」実行委員会
　NPO法人健康寿命増進機構

ATCエイジレスセンター

協賛 ㈱フェリーさんふらわあ、㈱朝日旅行、㈱カワチ



■作品の搬入・撤去

作品および作品預かり証は下記ア）イ）いずれかの方法で搬
入してください。
※作品預り証は引き取りの際に必要となります。直接搬入の
際作品と一緒にお持ちください。委託搬入の際は作品に添付
してお送りください。申込書と一緒に送らないようお気をつ
けください。
ア）直接搬入・搬出 

●搬入 

【搬入期間】9月 19日（水）～ 22（土）  12:00～ 16:30 

ATCビル ITM棟 11階の ATCエイジレスセンター内いきい
き生涯学習塾（会場は別紙を参照）まで、期間内に出品者

（代理人）が持参し手続きを行ってください。 
梱包資材はお持ち帰りください。置いて帰る場合は保管
料として 500円ご負担願います。 
●搬出 

会期終了日 10/7（日）およびその翌日 10/8（月）に、作品
預かり証をご持参のうえ展示会場に取りにお越しください。

イ）委託搬入・搬出 

直接搬出ができない場合は宅配業者に委託してください。 
作品預かり証を作品に同封してください。確認の上押印
してお返しします。 
預かり証は搬出の際必要です。
●一般の宅配業者を使用する場合 

一般の宅配業者は美術品の扱いを拒否することがあり
ます。その場合は日本郵便のゆうパックをご利用くだ
さい。費用は個人負担です。厳重に梱包をした上で、
送り状の「逆さま厳禁」と「下積み厳禁」の項目にチェッ
クをつけてください。返送をご希望の方は事務局にて
手続きを取ってください。その際、保管料・開梱手数
料として 2,000 円を申し受けます。出品料にプラスし
てお支払いください。

●美術専門の宅配業者を使用する場合 
高価で重厚な額を使用する場合は、破損する恐れがあ
りますので、事務局までお問い合わせください。

●一括搬入・搬出を利用する場合 
後日詳細を発表。 
 　

■その他

●作品は受付後十分注意して取り扱いますが、不可抗力によ
る損傷については、主催者、委託業者は一切責任を負いま
せん。保険等各自でご加入ください。

●額縁のレンタルについて 
事務局にお問い合わせください。

■問合せ先
　応募内容に関するお問い合わせは

〒 559-0034
大阪市住之江区南港北 2-1-10　ITM 棟 11 階
ATC エイジレスセンター内
NPO 法人健康寿命増進機構 いきいき美術展係 宛
TEL.　06-6170-9822 井戸宛
FAX.　06-6170-9832

http://ikiikibijututen.com/

いきいき美術展 出品規約 申込期限 搬入期限 9月23日(日)9月8日(土) 展覧会 10月2日から

■応募資格
満 50 歳以上の方 (1968 年 10 月 3 日までに誕生した方）
アマチュアに限定（カルチャーの講師は資格なし）

■作品規定
1. 種類 

油彩画、水彩画（アクリル画含む） 
F4 号以内は 2 段掛けになる場合もあります。 
水彩画・油彩画ともに最大 10 号まで。 
作品の応募受付は約 170 人です。人数に達した際は締切
ります。

2. 額縁について 

ガラス使用は不可。アクリル (額縁店・画材店でオーダー
可能）をご使用ください。 
釣り紐を装着し、壁面展示可能な状態で搬入すること。

3. 注意事項 

他の公募展、コンクールで発表したもの、あるいは他人
の作品を模写したものは対象外。

■審査と賞
実行委員会から要請する 10 人の審査員の得点方式で集計し
た後、専門家の意見を参考に厳正に審査を行います。入賞者
に限りご連絡いたします。

※審査経過、結果理由に関してのお問い合わせや苦情は一
切受け付けません。

※展示する場所に関しては、事務局に一任し、苦情は一切
受け付けできません。

賞・審査について  
大賞  　2 点 　　賞状と副賞 各20,000円
知事賞  　1 点 　　賞状と副賞
市長賞  　1 点 　　賞状と副賞
優秀賞  　3 点 　　賞状と副賞
入賞  　12 点 　　賞状と副賞
奨励賞  　5 点 　　賞状と副賞
特別賞  　2 点 　　賞状と副賞
スポンサー賞 　多数 　　副賞

※スポンサー賞は 8 月下旬ごろ決定します

※前回大賞 ・ 優秀賞を受賞された方は、 審査員として招へいし、 特別

展示を致します （報酬あり）。 ただし上記の賞は、対象外となります。

■出品申し込み・出品方法
● 出品申込書 

下記申込期限までに「出品申込書」(右ページ）を記入して
郵送するとともに出品料を郵便振替口座に払い込みくだ
さい。入金確認後、正式受付といたします。
内容 住所、氏名、電話番号、種類、出品点数、作品サ

イズ、タイトル、搬入・搬出方法を記入。
 

● 作品預り証 
作品搬入の際添付してください。押印してお返しします。
搬出の際必要となります。

● 作品貼付票 
作品の右上にお貼りください。

● 空箱貼付表 
空箱の表と裏の右上に貼ってください（事務局に預ける方だけ）

● 振込口座 
出品料は郵便局で下記口座にお願いいたします。（一旦納
入された出品料は理由の如何にかかわらず返金できません
のでご注意ください） 
 
 
 

● 出品料 
1点 4,000円（宅配料は個人負担） 
2点 7,000円（宅配料は個人負担） 

申し込み期限　平成 27年9月9日（土）必着

振替口座番号　00920-8-233838
加入者名　いきいき美術展

いきいき美術展 出品確認書 2018年9月8日（土）締切

※事務局記入

現住所

FAXからお申込みできます。06-6170-9832

〒　　　　　　

ふりがな
氏名

電話番号

生年月日 大・昭  年 月 日（  歳）

作品１

作品２

FAX

タイトル

タイトル 種類（油・水）
大きさ

種類（油・水）
大きさ

搬入・搬出
直接搬入・搬出

一般宅配業者

いきいき美術展 作品預り証

※事務局記入
作品１

作品２
タイトル

タイトル

氏名 殿

いきいき美術展
事務局

作品貼付票 作品1 作品裏面
右上に貼付

作品
裏側

タイトル

氏名

上記ラベルは作品の裏面右上に貼り付けてください（空箱を預ける方だけ記入）

上記ラベルは空箱用です。箱の裏表（箱と蓋）に貼り付けてください

ゆうパック
一括搬入

委託搬入・搬出

最終日搬出

箱預かり

円 配置 (※事務局記入）

作品貼付票 作品2 作品裏面
右上に貼付

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の表面左上に貼付空箱貼付票 作品1

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の裏面右上に貼付空箱貼付票 作品1

作品
裏側

タイトル

氏名

空箱貼付票 作品2

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の表面左上に貼付

空箱貼付票 作品2

作品
裏側

タイトル

氏名

ケース（空箱）
の裏面右上に貼付

※本預り証を申込書と一緒に送らないようお気をつけください

搬入の際、作品と一緒にお持ちください。
搬出の際にも作品と引き換えますので必要となります。

円
宅配受付

（  ）
印


