
2022年5月12日　    ～18日木 水

応 募 要 項

東京都美術館  ２階  第１・２展示室（東京・上野公園内）

2021年12月20日 消印
有効月 2022年3月7日月応募 期 間

※締切厳守

開 催 期 間

会　場

９:３０～１７:３０（入場は１７：００まで）
※5月16日（月）は東京都美術館の休館日

第2回大会の出品作品を掲載しています。

「アマルフィのドゥオーモ」  山下 よう子

「河口湖畔の富士山」  秦 哲夫

「千手観音菩薩」  村上 勢津子

「七福神」  増井 紹子

「孔雀明王」  角田 洋子

NHK学園 生涯学習第3回

絵画展・写仏展
あなたの作品が東京都美術館に展示されるまたとない機会です。

ぜひ、あなたのご出品をお待ちしております。

ＮＨＫ学園

心心 ぐぐななつつをを
作作 展展品品

展示・ご来場について 応募上のご注意 必ずお読みください

お問い合わせ

～みなさまの力作をお待ちしております～
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会場：東京都美術館 入場無料

●JR上野駅「公園口」徒歩7分
●東京メトロ銀座線 日比谷線 上野駅「7番出口」より徒歩10分
●京成電鉄 京成上野駅より徒歩10分

交通案内

●出品作品は原則すべて東京都美術館にて展示いたしま
す。
●応募者全員に4月中旬に「出展作品リスト」とご友人・
ご家族へのお知らせ用として「心をつなぐ作品展開催
ご案内ハガキ」を10枚、あわせてお届けします。
●会場入場は無料です。どなたでもご覧いただくことが
できます。

●表示料金はすべて税込みです。

●出品作品をNHK学園の広告、ホームページ、インス
タグラム、フェイスブック、通信講座の機関誌等で紹
介させていただく場合がございます。

●本作品展事務局であるNHK学園では、個人情報保護
の重要性を深く認識し、取得の際に示した利用目的の
範囲内で利用します。お預かりした個人情報は、NHK
学園の通信講座、特別講座、作品展のご案内にのみ使
用させていただくことがあります。
　（当学園ホームページに、個人情報保護ポリシーを記
載しております）

●新型コロナウイルスの感染状況等により、やむをえず
会場での作品展示を中止し、ホームページでの作品の
発表等に代えさせていただく場合があります。

●一旦ご入金いただいた出品・表装展示料は返金いたし
かねますので予めご了承ください。

●出品した作品について応募要項に違反していることが
判明した場合、主催者は展示を取り消すことが出来ます。

TEL 042-572-3151（代）
FAX 042-573-6090

NHK学園生涯学習局「展覧会」事務局
※電話は土日祝・年末年始
　他休業日を除く
　平日の9：30 ～ 12：00・
　13：00 ～ 17：30受付。

書道展・絵手紙展 同時開催

〒186-8001 東京都国立市富士見台2-36-2
NHK学園展覧会事務局 絵画展係・写仏展係

作品、出品票の送り先
出品の際、切り取り、封筒に貼って宛先としてご利用ください。



「夏のひと時」  小畑 礼子
「雲中供養菩薩」  木村 壽昭 「馬郎婦観世音菩薩」  北村 政弘

2021年12月20日（月）～
　　　　2022年3月7日（月） 当日消印有効

応募資格

写仏展

出品受付期間

出品展示について

表装について

※締切厳守でお願いいたします。

93cm×63cm
（出品・表装展示料）

39,500円

50cm×35cm縦・横自由
（出品・表装展示料）

30,000円

大（軸装）
小（軸装）

性別、年齢にかかわらずどなたでもご応募できます。
本作品展関係者は出品できません。

●白描・水墨・彩色写仏をご出品いただけます。
●作品の表面に図像名・名前をご記入ください。裏面の
右下には、鉛筆で薄く名前をご記入ください。
●水性ペン、油性ペン、水彩絵の具は使用しないでくだ
さい。使用した画材については出品票に明記してくだ
さい。
●作品サイズ大（軸装）は、縦長の作品に限ります。
　表装の際、作品の周囲をカットして調整する場合があ
りますので、ご了承のうえご出品ください。
●作品は折りたたんで、封筒に入れてお送りください。

●「作品」「出品票」「出品・表装展示料」のすべてが学園
に到着した時点で応募完了です。

●作品1点につき出品票1枚が必要です。複数出品する
場合は出品票をコピーしてお使いください。

●作品は未表装のままでお送りください。
●破れや汚れのある作品のご出品はご遠慮ください。
●出品・表装展示料のお支払い方法は本案内をご覧くだ
さい。

●展示辞退はご遠慮願います。
●審査及び作品集への掲載はありません。ご出品いただ
いた全作品を表装して展示します。

●展覧会終了後、表装した作品を6月中に、お手元にお
返しします。

●絵画作品は、絵画用品専門店の文房堂が、写仏作品は、
書道用具専門店の翠祥堂がみなさまの作品を表装しま
す。表具専門職人による手作業で、あなたの作品の雰
囲気にあわせ上質な表装を心掛けております。

絵画展

297mm×420mm
（縦・横自由）

（出品展示料）18,000円
展示額のサイズ：大衣

210mm×297mm
（縦・横自由）

（出品展示料）15,000円
展示額のサイズ：太子

A3以内サイズ
（額装） A4以内サイズ

（額装）

●作品の裏面にタイトル・名前をご記入ください。
●油絵の具を使用した作品の出品はできません。使用し
た画材については出品票に明記してください。
●作品は折りたたまず、お送りください。

●スケッチ・水彩画・色えんぴつ画・デッサン・パステル
をご出品いただけます。

絵画展・写仏展 出品・表装展示料　お支払い方法

郵便局からの払込をお願いします。

¥18000

¥18000

¥18000

出品者名前
出品者名前

出品者名前・住所・電話番号

絵画展　A3「タイトル」
写仏展　小軸たて

●口座番号 ： 00190-8-300162　　●加入者番号 ： NHK学園　美術・書道センター展覧会
●払込手数料は本人様負担となります。

出品・表装展示料の内訳をご記入ください 合計金額を記入

●同封の郵便払込取扱票をこ利用ください。
●払い込み後に「振替払込受付証明書」を出品票に添付して、作品と共に
送付先までお送りください。
●発行された「受領書」はお手元で必ず保管してください。

記入例

又は

【出品・表装展示料】

A3以内
（297mm×420mm）

A4以内
（210mm×297mm）

18,000円

15,000円

絵画展

サイズ 出品展示料

大（軸装）
（93cm×63cm 縦長のみ）

小（軸装）
（50cm×35cm 縦・横自由）

39,500円

30,000円

写仏展

サイズ 出品展示料

【出品のサイズ】

【出品の注意事項】

【出品のサイズ】

【出品の注意事項】

※小（軸装）サイズ以上の場合は、大（軸装）の表装となります。
　出品・表装展示料にご注意ください。

展覧会名（絵画展・写仏展）作品タイトル、サイズ
出品・表装展示料の内訳をご記入ください。

出品展示料には、出品料、表装代、展示料、作品返送料が含まれています。

「振替払込受付証明書」は
出品票に添付してください
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