第五回

日本陶磁協会奨励賞 九州・沖縄 展

（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）

応募要項

◉応募条件

国籍、年齢は問わず、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
の 8 県内に在住している方。

広く陶磁を素材として、制作・創作を行っている方。
作品または製品の核となる特徴を創作した、一工程を担う専門の職人やデザイ

ナーも応募可能。その場合、所属する窯や企業にその作品や製品の出品への
了解があること。
企業名、窯名での応募はできません。

◉部門について
作品の種類

陶磁器（オブジェ含む）の作品、または製品。

部門について

部門設定はありません。
ただし、出品の際、作品または製品制作においてもっ
とも力を注いだ点、特徴とする点（1 〜 2 点）を以下より

選択していただきます（出品票に記入）。
「素材」
「風土」
「デザイン」
「造形」
「ロクロ」
「型づくり」
「絵付け」
「釉」
「焼成」
「使い易さ」
「使用目的」
「生
産性」
「機能性」
「その他（＊ご自身でご記入ください）」

作品サイズ

応募点数

展示する際に、50 × 50 × 50cm（縦×横×高さ）以

下となるもの。

一人 1 点（1 組）のみとします。
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その他

製品の場合、既に市場に発表しているものでも可能。
ただし、応募日より過去 3 年以内に制作したもので

あること
（他の公募展に出品したものは受け付けませ
ん）。

作品または製品の制作において、分業やデジタル
機器を使った工程があってもよいが、出品する作品や
製品の特徴が、本人のオリジナルであること。
デザインを主な特徴とした作品または製品の場合、
コンセプトや図面等、審査員にその内容が伝わるた
めの補完資料も合わせて出品することが望ましい。
本公募展は、公募のほかに、実行委員※ ・審査員
の推薦による出品を募ります。審査においては、一
般公募と同じ条件のもとで審査を行います。

趣旨の周知のために、実行委員・審査員が推薦す
る作家の作品を日本陶磁協会ホームページと『陶説』
誌上で 2023 年 1 月より順次一部公開します。本公
募展が目指す趣旨、方向性の理解の参考としてくだ

さい。
※日本陶磁協会ホームページをご覧ください。
出品申込み期間

応募方法

2023 年 5 月10 日（水）〜 8 月10 日（木）
※書類申込みの期間となります。
〈郵送・Fax の場合〉

指定の応募用紙に記入の上、事務局までお送りくださ

い。
〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2 − 9

Fax 03-3292-7125
〈Ｗ eb 申込みの場合〉
応募フォームよりご応募ください。
※応募用紙、フォームともに、後日案内予定となります。
出品料

九州在住者：3,000 円／沖縄在住者：1,000 円

送料等を鑑み、出品料が違っております。ご了承くだ
さい。
応募作品の送付・返送費は別途ご負担いただきま
す。
出品料は、応募申込み日より3 日以内に下記の銀行

口座へお振込みください。なお、振込控えをもって領
収書の発行に代えさせていただきます。

〈振込先〉
みずほ銀行 九段支店（店番号 532） 普通 1022141

コウエキシャダンホウジン ニホントウジキョウカイ
支払い後の返金には応じられませんので、ご了承く
ださい。
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出品料

振込手数料は各自ご負担願います。
本協会から領収書の発行はございません。

応募作品の受付

〈直接持ち込み〉

発表

2023 年 10 月2 日（月）
『陶説』 10 月号ならびに日本陶磁協会ホームページに
て発表。
なお、審査結果は応募者本人に郵便で通知いたしま
す。
審査結果に関するお問い合わせはご遠慮ください。

作品の返却

2023 年 9 月4 日（月）
場所：福岡市美術館
〈委託搬入〉
（送料応募者負担）
2023 年 8 月29 日（火）〜 31 日（木）
送付先：日本通運株式会社 福岡支店 九州美術品事
業所
※それぞれの住所など、詳細については、応募後に事
務局から送付される書類でご確認ください。

入賞・入選作品：展覧会終了後、順次返送
選外作品：審査終了後、順次返送
※送料は応募者負担となります。直接のお引き取りはで

きません。
展覧会

第 5 回日本陶磁協会奨励賞 九州・沖縄展
会場：福岡市美術館

2023 年 11 月22 日（水）表彰式・内覧会
2023 年 11 月 23 日（木・祝）〜 12 月 3 日（日）入賞・
入選作品展示
※月曜休
◉会期中のイベント
受賞者によるギャラリートーク（Zoom 配信）を予定
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応募 / 審査のながれ

出品申込み

申込期間▶ 2023 年 5 月 10 日（水）〜 8 月 10 日（木）
申込方法▶作品応募申込書の郵送または Fax もしくは Web 申込み
※郵送は最終日の消印有効。Fax、Web 申込みの場合は、締切日 22 時まで。
出品申込み受付後に、作品搬入場所・出品票など必要書類を事務局より郵送いたします。

➜
出品作品の搬入

直接持込み▶ 2023 年 9 月 4 日（月）
場所：福岡市美術館
委託（配送）搬入▶ 2023 年 8 月 29 日（火）〜 8 月 31 日（木）

送付先・日本通運株式会社 福岡支店 九州美術品事業所（予定）

※搬入先の住所、時間等は、受付後に郵送にてお知らせいたします。

➜
作品の搬入時のお願い

必ず指定の作品添付票を作品に貼付してください。
作品送付の経費は応募者の負担とします。

作品は、持込み、委託（配送）に関わらず出品者の責任において、輸送に
耐えられる状態で梱包してください。
輸送中の破損については、主催者は責任を負いません。必要な場合は出
品者で保険を付与してください。

➜
審査

2023 年 9 月上旬

➜
出品作品の搬入

結果発表▶ 2023 年 10 月 2 日（月）
『陶説』10 月号誌上
および日本陶磁協会ホームページに掲載。

応募者全員にハガキにて結果をお知らせいたします。

※選外作品は、審査終了後、送料（および保険料）応募者負担にて順次返送いたします。
作品の直接引き取りはできません。
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◉注意事項

主催者は、応募作品の管理に十分注意を払いますが、会期中の天災等不慮
の災害事故による作品の破損・亡失等については一切責任を負いかねますので
ご了承ください。
出品作品の保険金額算定のため、必ず作品の価格を明記ください。
応募にあたり、申込書にご記入いただいた情報は、応募作品の問い合わせ、
選考の結果通知、また広報・案内のために利用し、それ以外の目的で無断で
使用することはありません。
作品が入選した場合は、入選者の氏名、居住市区町村名について、新聞等

に掲載する場合があることをご了承ください。
作品の展示は主催者が行います。なお、展示方法についての異議は受容いた
しかねます。
作品情報・図版が本協会の機関誌『陶説』および SNS・事業報告書ならびに

当協会の広報等に掲載される場合に限り、それを使用できるものとします。また、
公的機関が広報活動などを行う場合も同様とします。
本展開催期間中に収録した画像や動画は、本協会 SNS に投稿される場合があ

り、使用の期間については、特に制限を設けないものとします。
地震災害や新型コロナウィルス感染症の感染拡大等、主催者の責に帰すること
のできない事由により、やむを得ず展覧会の延期や中止、作品募集要項に記載
の内容が変更になることがございます。あらかじめご了承の上、ご応募くださいま
すようお願い申し上げます。

20220915-2
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