
 

 

 

 

 

２０２1 緑・芸術祭 

第 19回 みどり区民アート展 

 

 

緑区民公募による美術展です 

お気軽にお越しください 
 

 

 

 

 

 

2021年10 月31 日（日）～11 月7 日（日） 

午前 10 時～午後5時（最終日は午後３時まで） 入場無料 

みどりアートパーク ギャラリー 
 

 

 

▼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/ 

〒226-0027 横浜市緑区長津田 2-1-3 

TEL：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。公共交通機関を

ご利用ください。 

 

 

主催：みどり区民アート展実行委員会／みどりアートパーク   後援：緑区役所 
 

 

出展募集要項 

２０２1 緑・芸術祭 

第 19回 みどり区民アート展 募集要項 
 

本展は、出展者の皆さまと有志の実行委員による平面絵画作品の美術展です。 

日ごろの創作活動の成果を発表してみませんか。 

皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

募集要項 

 

◇主  催 みどり区民アート展実行委員会／みどりアートパーク 

◇後  援 緑区役所 

◇会  期  令和 3年 10月 3１日（日）～11月 7日（日） 

 午前 10時～午後 5時 ＊最終日は午後 3時まで 

◇会  場 みどりアートパーク ギャラリー 

◇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 

◇出展料 1,000円 ※作品搬入時にお支払いください。 

◇出展作品 

○ジャンル … 平面絵画（油彩、水彩、パステル、アクリル、日本画、水墨画、ちぎり絵、その他） 

  ※立体、写真、書道作品は対象外です。 

○大きさ …  壁掛け（額装）6号～10号（作品のみのサイズは 53.0cm×45.5cm以内） 

※作品は額装し（軸装不可）、各辺及び奥行きが額装より出ない平面絵画とする。なお、額装の幅は 10cm

以内とします（マット使用の場合はマット含みます）。 

〇応募は先着順に受け付けます（先着 90点）。1人 1点。 

〇展示は懸垂のため、展示可能な額に入れ、吊紐をつけてください。 

 

◇申し込み 

〇申込書をご記入のうえ、みどりアートパークまで郵送、FAXまたは窓口にご持参ください。 

8月 11日（水祝）から 9月 30日（木）まで 

〇この募集要項は、みどりアートパーク・緑区役所・緑区市民活動支援センター・緑区内地区センター・コミュニ

ティハウスなどで配布しています。下記ホームページからも入手できます。 

みどりアートパークWebサイト（http://midori-artpark.jp/） 

 

《問い合わせ・申し込み先》 

横浜市緑区民文化センター みどりアートパーク「みどり区民アート展」係 

226-0027 横浜市緑区長津田 2-1-3 

TEL：045-986-2441 FAX：045-986-2445 

  

 



詳細情報 
 

◇搬入期日及び場所 

〇搬入期日 … 令和 3年 10月 30日（土） 

13：00-14：00油彩（ギャラリーで受付）／パステル・アクリル・日本画・水墨画・その他（会議室で受付） 

14：00-15：00水彩（ギャラリーで受付）／ちぎり絵（会議室で受付） 

※密を避けるため、作品種類ごとに。受付時間・場所を指定させていただきます。 

〇搬入場所 … みどりアートパーク 地下 1階ギャラリーまたは会議室へ直接お持ちください 

《搬入予備日》 日時：10月２8日（木） 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、お仕事など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

に搬入を受け付けます。必ず申込書に理由をご記入ください。 

〇作品ケースはお持ち帰りください。 

〇作品をお預かりする際に「預かり証」を発行します。搬出時に必ずお持ちください。 

◇搬出期日 

〇搬出期日 … 令和 3年 11月 7日（日） 15：00～または 15時 30分～ 

      ※密を避けるため、作品種類ごとに指定する場合があります。 

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ください。 

〇搬出されない作品は、保管上の責任を持てませんので必ず引き取ってください。 

〇搬入・搬出の諸経費は各自で負担してください。 

※みどりアートパークには駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。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、申込書にご記入ください。 

◇運営参加について 

本展は、有志の実行委員と出展者の皆様の手で運営されています。会期中の運営について 1 コマ以上のご参

加をいただきますようご協力のほどお願い申し上げます。 

 

運営参加日 内容 午前 午後 

10月 30日（土） 会場設営、作品受付、展示 9時～12時 13時～15時 

10月 31日（日） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 1日（月） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 2日（火） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 3日（水・祝） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 4日（木） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 5日（金） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 6日（土） 受付、会場案内 10時～13時 30分 13時 30分～17時 

11月 7日（日） 受付、会場案内、会場撤収 10時～13時 30分 13時 30分～17時 
 

◇その他 

〇作品の展示場所は、主催者に一任願います。 

〇作品は大切に扱いますが、不慮の事故につきましては責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。 

〇作品一覧表を作成する都合により、出展申し込み後に出品作品の号数・題名等を変更する場合は、10月13

日（水）までに申込先の担当まで必ずご連絡をお願いいたします。 

〇いただいた個人情報は、次回の本イベントのご案内に使用させていただくことがあります。他の目的には使

用いたしません。 

第 19回みどり区民アート展 出展申込書 受付番号 

ふ り が な  作品種類（〇で囲んでください） 

(A)油彩 ・ (B)水彩 ・ (C)パステル 

(D)アクリル ・ (E)日本画 ・ (F)水墨画 

(G)ちぎり絵 

(H)その他（下にご記入ください） 

 

 

※ご応募は平面絵画作品（額装）に限ります 

立体、写真、書道作品は対象外です 

氏 名  

住 所 〒 

連 絡 先 TEL： 

 

メール： 

出 展 資 格 〇で囲んでください 

区内在住  ・  在勤  ・  在学 

区内サークル  ・  高校生 

※在勤先・在学先・サークル名 

名称：                    

所在地：緑区               町 

作品サイズ 

 

号数：            号 ※最大 10号 

 

縦           ｃｍ× 横           ｃｍ 

※サイズは額縁含む 

題名 

運営参加 （可能な日程の□にチェックをしてください 複数歓迎） 

10/30（土） □ 9:00-12:00  □13:00-15:00 11/5（金） □10:00-13:30  □13:30-17:00 

10/31（日） □10:00-13:30  □13:30-17:00 11/6（土） □10:00-13:30  □13:30-17:00 

11/1（月） □10:00-13:30  □13:30-17:00 11/7（日） □10:00-13:30  □13:30-17:00 

11/2（火） □10:00-13:30  □13:30-17:00 

11/3（水・祝）□10:00-13:30  □13:30-17:00 

１1/4（木） □10:00-13:30  □13:30-17:00 

その他（搬入予備日の利用や、車での搬出入の希望など、特別の事情がある場合記入） 

 

切り取らずお申込みください 

第 19回みどり区民アート展 作品貼付票 受付番号 

ふりがな 

氏 名 

 

連絡先 

TEL： 

メール： 

住 所 〒 

 

作品種類（一つに○）： A  B  C  D  E  F  G  H 

号数：         号 ※最大 10号 

縦：     ｃｍ×横：     ｃｍ  ※サイズは額縁含む 

題 名 

 

 

切 

り 

取 

り 


