
緑・芸術文化活動支援事業

第20回 みどり区民アート展 募集要項

ギャラリー展示/Web展示

みどり区民公募による美術展です
お気軽にご参加してください

今年は二つの方式で作品を募集します
（１）ギャラリー展示

2022年 10月31日（月）～11月5日（土）は10時～17時
11月 6日（日）最終日は 10時～15時

（２）Web展示
2022年 10月31日（月）～ 11月30日（水）

お問い合わせ
横浜市緑区民文化センター

みどりアートパーク
http://midori-artpark.jp/
☎ 045-986-2441

アクセス
JR横浜線、東急田園都市線、

こどもの国線「長津田駅」
北口より徒歩４分
専用駐車場はありません。

公共機関をご利用下さい

申込 搬入 展示 搬出

主催：みどり区民アート展実行委員会/みどりアート＆メディアパートナーズ
後援：緑区役所
緑区社会福祉協議会から赤い羽根募金を原資とする助成金を受けています。

①展示設営・会場案内のボランティアに参加して下さい

② Webページ作成のボランティアに参加して下さい
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みどり区民アート展は第20回を迎えました。これまでの皆様のご協力に感謝致します。

これまではギャラリーの広さが充分とは言えず、出展数や大きさを制限せざるを得ませんでした。

また、最近は出展作品が多様化する一方、油彩画や水彩画は出展数が減少する傾向が見られます。
高齢で搬入が難しい、ギャラリーに鑑賞に行けないとの声も聞かれます。

これらの状況を勘案して今年はWebを使った展示を併用する企画をたてました。

ギャラリーとWebを活用して皆様の日頃の成果を広く公開し、皆様の交流の場として活用して
頂きたく思います。

Web展示と応募要項サイト URL

http://midoriartten.sakura.ne.jp/

no 項目 ギャラリー展示 Web展示

1 出展資格
緑区に在住、在勤、在学、区内サークル
の活動に参加している高校生以上の方

左に同じ

2 出展数 １点／人、合計９０点まで（先着順） １点／人、合計100点まで

ギャラリー展示とWeb展示に同時出展することが可能です

3 作品種類 (A)油彩 (B)水彩 (C)パステル (A)油彩 (B)水彩 (C)パステル

(平面作品） (D)アクリル (E)日本画・水墨画 (D)アクリル (E)日本画・水墨画

(F)ちぎり絵 (G)絵手紙 (F)ちぎり絵 (G)絵手紙

(H)その他 (H)その他（Webでは書道も扱います）

4 出展サイズ
10号以下、作品のみのサイズ
5３ X 46 cm以内 額幅は16cm 以内

データサイズ：8MB以内

5 出展料 1,000円（搬入日に徴収） 無料

6 申し込み ３頁の用紙に必要事項を記入して郵送・ ３頁の用紙に必要事項を記入して郵送・

Faxまたは窓口に持参して下さい Faxまたは窓口に持参して下さい

7 申込募集期間 開始日：令和４年 8月 11日（木） 開始日：令和４年 8月 11日（木）

締切日：令和４年 9月 30日（金） 締切日：令和４年 9月 30日（金）

8 展示期間 搬入日：令和４年 10月 30日（日）

展示開始日：令和４年 10月 31日 (月） 公開日：令和４年 10月 31日（月）

搬出日：令和４年１１月６日（日） 終了日：令和４年 11月 30日（水）

9 搬入方法 直接アートパークへ持込
メールによる申込

メールアドレス

（令和4年 10月30日 13時～15時） fukasaku@hi-ho.ne.jp
みどりアートパーク「区民アート係」 左に同じ

申込先 住所：２２６－００２７

横浜市緑区長津田２－１－３

電話：０４５ー９８６ー２４４１

FAX：０４５ー９８６ー２４４５

2022年 緑・芸術文化活動支援事業
第20回 みどり区民アート展 募集要項

ギャラリー展示/Web展示

QR コード
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出展詳細情報

＜ギャラリー展へ出展の場合＞
（１）搬入期日及び場所

〇搬入期日・・・令和４年１０月３０日（日） １３：００～１５：００

〇搬入場所・・・みどりアートパーク地下１F ギャラリー

《搬入予備日》

日時：１０月２８日（金）午前１０時～１１時 場所：みどりアートパーク１F 受付

※搬入期日の搬入を原則としますが、お仕事のご都合により当日の搬入が困難な方を対象に

特別に予備日を設けますので、申込書に記入して下さい。

〇作品ケースは必ずお持ち帰りください。

〇作品をお預かりする際に出展料1,000円を頂き「預かり証」を発行します。

「預かり証」は搬出時に必ずお持ち下さい。

（２）搬出期日

〇令和４年１１月６日（日） １５：００～１６：００

〇搬出は実行委員の指示により、預かり証と引き換えに各自が展示場所から直接搬出して下さい。

〇搬出されない作品は、保管上の責任をもてませんので、必ず引き取って下さい。

※みどりアートパークには駐車場はありません。身体の不自由な方など、車を使って

搬入・搬出を行う必要がある場合は、申込書に記入して下さい。

＜Web展へ出展の場合＞
（１）メールで画像データを送る場合

〇作品本体の画像データをパソコン又はスマホから送って下さい。

〇作品画像の上下左右が平行になる様に撮影して下さい。

〇トリミングを希望する場合はその旨ご連絡下さい。

〇画像を委員会に任せたい時はその旨お知らせ下さい。

送り先ﾒｰﾙアドレス： fukasaku@hi-ho.ne.jp
（２）写真を郵送による出品の場合

〇プリントアウトした写真(裏面に「氏名」「作品の題名」を記入)と出品申込書を同封し、下記の

宛先まで郵送して下さい。写真はL版サイズ～A４として下さい。

〒226-0015 横浜市緑区三保町1467-47 深作三郎（☎045-934-5795）

＜個人情報および諸注意＞

〇応募により知り得た個人情報は本展覧会事業以外で使用することはありません。

〇出品に関しては、著作権、肖像権などの問題が生じないように注意して下さい。

生じた場合は出品者の責任で処理して下さい。模写はその旨を明記して下さい。

〇展示作品の二次利用により、出展者間または出展者と第三者による著作権等の問題には主催者は

責任を負いません。

〇法令または公序良俗に反する内容と認められる作品、主催者側が不適切と判断した作品は展示の

対象外となることがあります。

〇作品の著作権は出展者にありますが、主催者が広報のために作品の写真を使用することがありま

す。

〇インターネット通信料や接続料などは出展者の負担とします。
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＜展示設営と会場案内のボランティアに参加して下さい＞

このアート展はみなさんの出展料で運営されています。展示設営と会場案内のボラン

ティアは半日単位です。出来るだけ多くの方に参加をして頂き、またこの機会に交

流を広げて頂きたいと思います。

〇で囲んで下さい。
A ギャラリーのみ出展
B ギャラリーとWeb
C  Webのみ出展

作品の種類を〇で囲んで下さい
A 油彩 B 水彩 Cパステル Dアクリル
E 日本画・水墨画 F ちぎり絵
G 絵手紙 Hその他（Webでは書道
も扱います）

作品サイズ
号数（最大10号）

縦 cm  X 横 cm（額縁込）

第20回みどり区民アート展 出展申込書 受付番号

運営参加（可能な日程の□にチェックを入れてください。 複数歓迎です。

10/30（日）□ 9:00-13:00  □13:00-17:00 11/1（火）□10:00-13:30 □13:30-17:00

10/31（月）□10:00-13:30  □13:30-17:00 11/2（水）□10:00-13:30  □13:30-17:00

11/3（木）□10:00-13:30  □13:30-17:00

11/4（金）□10:00-13:30  □13:30-17:00

11/5（土）□10:00-13:30  □13:30-17:00

11/6（日）□10:00-13:30  □13:30-15:00

搬入予備日の利用 車での搬出入の希望など特別の事情がある場合記入して下さい。

第20回みどり区民アート展作品貼付票 受付番号

氏名 連絡先

住所 号数

題名 縦 cm X  横 cm

題名

ふりがな

氏名

住所

電話

メール
アドレス

切り取らずにお申込み下さい

ギャラリーとWebで作品名が異なる時はそれぞれの
題名をお書き下さい。13 字以内。

※この貼付票は受付番号を付けて10月上旬に返送します。貼付票を作品の裏面に貼り搬入して下さい。

Web展の手伝いボランティアこ
こ
で
左
右
を
切
り
離
し
、
右
側
の

3
頁
を
提
出
し
て
下
さ
い
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