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第16回　長崎県ねんりんピック　生きがい作品展

1　趣　　旨

2　主　　催

3　展示期間

4　会　　場

5　応募規定

（1）  出品者資格
　　　長崎県内在住で60歳以上（昭和35年4月1日以前生まれ）のアマチュアの方。

（2）  出品部門
ア　長崎県ねんりんピック生きがい作品展への出品は次の2部門により行います。
　（ア）長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部

出品された作品を「ねんりんピック生きがい作品展の部」として展示します。
第32回全国健康福祉祭和歌山大会美術展（ねんりんピック紀の国わかやま
2019）の県代表作品の選考を兼ねます。

　（イ）施設から出品（個人、共同作品）の部
老人福祉施設、老人保健施設の入所者、通所者は誰でも独自に又は共同で制作
した作品を出品することができます。出品された作品は「施設等からの出品の
部」として展示します。

イ　出品部門の種類は、「絵画」、「写真」、「書」、「工芸・彫刻」の4部門とします。

（3）  作品の出品にあたっての留意事項
ア　出品者により創作された作品で、過去の「長崎県ねんりんピック生きがい作品
展」において未発表のものとします。

イ　テーマは特に定めません。
ウ　出品作品は1部門につき1人1点とします。
　　なお、「施設からの出品の部」で共同制作の作品は、1施設1作品に限ります。　

高齢者の創作による絵画、写真、書、工芸・彫刻の作品を展示し、高齢
者の文化活動を促すとともにふれあいと生きがいづくりを推進する。

長崎県
公益財団法人　長崎県すこやか長寿財団
公益財団法人　長崎県老人クラブ連合会

2019年6月6日（木）14：00～ 17：30
7日（金）10：00～ 17：30
8日（土）10：00～ 17：30
9日（日）10：00～ 14：00

長崎県美術館　県民ギャラリー
長崎市出島町2－1
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（4）  出品規格

部　門 規　　　　　　　格

日本画（水墨画を含む）、洋画（油絵、アクリル画、水彩、素描、
版画、パステル画など）とも10号（53.0㎝×33.3㎝）以上、
50号（116.7㎝×116.7㎝）以内とする。
（版画については、10号未満も可とする。）
額装をする。ガラスは不可とする。なお、30号以上の作品につ
いては、額縁の幅（マットを含む。）は6㎝以内とする。

カラー、モノクロを問わない。
長辺が50㎝以上、90㎝以内の単写真とする。
木製パネル仕立てとする。額装の場合、アクリルは可とし、ガラ
スは不可とする。
使用機材は問わない。プリント方式は銀塩プリント・インク
ジェットプリントを問わない。デジタル合成は不可とする。

漢字、かな、篆刻、調和体及び前衛、刻字を問わない。
額・枠・軸装いずれも可。表装仕上がり寸法は、1.5㎡以内とし、
縦形式は一辺が242㎝、横形式は一辺が182㎝以内とする。
なお、ガラスは不可とし、重量は10㎏以内とする。
篆刻作品は印影のみの作品とし、縦39㎝×横30㎝以内の額装と
する。刻字作品の大きさもこれに準ずる。
釈文（別紙様式３）を添付すること。

工芸作品は、陶芸、染織、漆芸、金工、木竹、人形、その他とす
る。
立体作品は高さ60㎝以内とし、平面（壁面を含む）作品は50号
（116.7㎝×116.7㎝）以内とする。なお、額装した作品で30
号以上の作品については、額縁の幅（マットを含む）は６㎝以内
とする。
屏風は二曲とし、平面時のサイズは高さ149㎝×横140㎝以内
とする。

彫刻作品は、高さ200㎝×幅100㎝×奥行100㎝以内とする。
重量は200㎏以内とする。
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（5）  出品上の注意事項
ア　額装、容器などにはガラスを使用しないでください。
イ　額装、壁面に掲示する作品には陳列用金具、つるしひもをつけ、ヒートン、釘類
はつけないでください。

ウ　出品規格に合わない作品は受け付けませんので注意してください。
エ　組立て困難な作品は、組立に必要な物を用意し、出品者自身が行ってください。
オ　出品者は、第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害することのないよう十分
注意し、問題が生じた場合は出品者の責任において処理してください。主催者は
一切責任を負いません。

カ　主催者は作品を広報等のため無償で展示したり複写することがあります。
キ　作品の取り扱いには十分注意しますが、不慮の災害、不可抗力による出品作品の
損害については、主催者は一切責任を負いません。

（6）  出品料

ただし、各部門とも作品の搬入・搬出に要する費用は出品者の負担とします。

（7）  申込期間

（8）  申込方法
ア　提出書類
（ア）「出品申込書（別紙様式1）」に必要事項を記入のうえ、申込期間内に郵送、

FAX、またはＥ-mailで申し込んでください。
　　（作品搬入については、次の「（９）作品搬入について」を参照してください。）

（イ）「コメント記入欄」 は、展示の際に作品に添える文章なので、必ず記入してく
ださい。

イ　申込先
第16回長崎県ねんりんピック実行委員会事務局
〒852-8104　長崎市茂里町3-24　長崎県総合福祉センター県棟3階
（公財）長崎県すこやか長寿財団　元気活躍促進課
TEL　095-847-5212　　FAX　095-847-6181
E-mail　info＠sukoyaka-nagasaki.or.jp

ウ　その他
様式は財団ホームページ（http://www.sukoyaka-nagasaki.or.jp/）からダウ
ンロードすることができます。

長崎県ねんりんピック
生きがい作品展の部
施設から出品の部

500円【1部門につき】 ※出品料の払い戻しは行いません。
（出品申し込み後、振込用紙を送付します）
無　　料

平成31年1月7日（月）～平成31年4月30日（火）
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（9）  作品搬入について
ア　作品搬入の日時・場所

イ　指定日時以外は受付ができません。

ウ　作品は、上記の指定日時・場所に出品者または責任ある代行者が直接搬入してく
ださい。

　　市町単位、施設単位、学習グループ（教室）単位の搬入でも可とします。

エ　ウのほか、宅配便で搬入することもできます。宅配便で作品を搬入する場合は、
上記の指定日時・場所に到着するよう配達依頼してください。 （輸送中の作品の
損害については、主催者は一切責任を負いません。）

オ　作品搬入にあたっての提出書類

　（ア）「作品票（募集要領　様式2）」
必要事項を記入のうえ、作品裏面（左上部）に貼り付けてください。

　（イ）「書の部門の釈文（募集要領　様式3）」
作品の内容を縦書き（楷書）で記入のうえ作品には貼らず、作品搬入の際に持
参 してください。

カ　受理した応募作品は原則としてすべて展示します。（ただし、作品の形状、重量等
により著しく展示が困難な場合は展示できないことがあります。）

（10）  審査及び表彰
ア　審査員
主催者側が委嘱した審査員（長崎県美術協会から推薦された協会会員）が審査を行
います。

佐世保市 2019年5月30日（木）
10時～14時

未定（佐世保市内）
※後日、申し込まれた本人へ通知します。

諫 早 市 2019年5月31日（金）
10時～14時

未定（諫早市内）
※後日、申し込まれた本人へ通知します。

長 崎 市 2019年6月  3日（月）
14時～16時30分

長崎県美術館県民ギャラリー
（長崎市出島町2－1）

日　　　　　時 搬　入　場　所
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イ　審査
2019年6月4日（火）　10時30分～
審査結果は、審査終了後入賞者に電話で連絡します。
なお、審査の結果及び展示の位置等に関する異議は、一切受け付けないものとし
ます。

ウ　開会式典及び表彰式
2019年6月6日（木）　13時30分～
長崎県美術館県民ギャラリーで開会式典及び表彰式を行います。

エ　表彰
各部門ごとに審査のうえ、優秀な作品を表彰します。

（ア）長崎県知事賞　各部門1点
「長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部」からの出品作品が対象

（イ）長崎県すこやか長寿財団理事長賞
「長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部」　各部門1点
「施設から出品の部」から　1点

（ウ）長崎県老人クラブ連合会長賞
「長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部」　各部門1点
「施設から出品の部」から　1点

（エ）長崎県老人福祉施設協議会長賞
「施設から出品の部」から　1点

（オ）長崎県老人保健施設協会長賞
「施設から出品の部」から　1点

（カ）奨励賞
「長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部」から　12点
「施設から出品の部」から　6点

（キ）長寿激励賞
「長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部」　各部門1点
「施設から出品の部」から　1点

（ク）特別賞
特に必要と認める場合

※１　長崎県知事賞は、同一部門で2年連続の受賞はできません。
※２　長寿激励賞は、各部門の最高齢者に授与します。（ただし、過去の受賞者を

除きます。）

オ　表彰式参加対象者
長崎県知事賞、長崎県すこやか長寿財団理事長賞、長崎県老人クラブ連合会長賞、
長崎県老人福祉施設協議会長賞、長崎県老人保健施設協会長賞、長寿激励賞、特別
賞の被表彰者及び介助者、若しくは代理人。

カ　上記参加対象者で、表彰式に出席できない方及び奨励賞受賞者の賞状等について
は、作品搬出時に手渡し、または宅配便で送付します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計4点）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計5点）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計5点）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計1点）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計1点）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計18点）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （計5点）
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（11）  個人情報の取扱いについて
ア　出品申込書に記載された個人情報は、主催者による連絡文書の送付、作品の返却、
出品者名簿の作成など、この事業以外の目的には使用しません。

イ　展示、搬出作業等において当財団以外の者に委託する場合、委託業務に必要な範
囲内で提供します。

ウ　出品者の氏名及び市町名を出品者名簿に記載し、作品展来場者に配布します。

エ　受賞者については、氏名、年齢及び市町名等を報道機関に情報提供したり、財団
の情報誌、ホームページ等に掲載することがあります。

（12）  作品の返却について
ア　日　　時　2019年6月9日 （日） （最終展示日）
（ア）ねんりんピック生きがい作品展の部 （一般） 　14時～15時30分
（イ）施設からの出品 （個人、共同作品） の部　　　15時～16時

イ　場　　所　長崎県美術館県民ギャラリー

ウ　搬　　出
（ア）作品の返却は、作品預かり証と引き換えになります。
（イ）宅配便により返却を希望する場合及び、指定した日時に受領されなかった作品

は、宅配便で返却するものとします。 （輸送中の作品の損害については、主催
者は一切責任を負いません。）
また、輸送に係る費用は出品者の負担とします。 （宅配業者の都合等で返却に
1週間前後を要する場合もあります。）

（13）  第32回全国健康福祉祭和歌山大会美術展(ねんりんピック紀の国わかやま2019)
　　　への出品

ア　今回の「長崎県ねんりんピック生きがい作品展の部」で「長崎県知事賞」を受賞
した作品は、2019年11月に開催される「第32回全国健康福祉祭和歌山大会美
術展」へ長崎県選出作品として推薦します。

イ　第32回全国健康福祉祭和歌山大会美術展の出品規定
（ア）出品者資格

60歳以上（昭和35年4月1日以前に生まれた人）のアマチュアとする。
（イ）出品作品

出品作品は、出品者により創作されたもので、未発表のものとする。
（ウ）テーマ

特に定めない。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）佐世保市、諫早市に持ち込んだ作品も含め、返却は長崎県美術館
県民ギャラリーのみとします。
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