
全国障害者作品展
第36回国民文化祭・わかやま2021
第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会

全国の障害のある人または障害のある人を含むグループ応募資格

絵画、書道、写真、版画、立体（手芸、工芸、陶芸、彫刻など）
※文芸作品の募集は行いません。

作品の種類

主催

展示期間及び展示会場

【全国展】
期間：令和3年11月13日（土）～
　　  11月20日（土）
　　  午前10時～午後5時
会場：県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛
　　  展示ホール
　　（和歌山市手平2丁目1－2）

【和歌山県展】
※県内出品者の作品のみ展示
期間：令和3年11月26日（金）～12月2日（木）
　　  午前9時30分～午後7時30分
会場：田辺市文化交流センター たなべる
　　  交流ホール、２階大会議室
　　  （田辺市東陽31番1号）

【WEB展】
期間：令和3年11月26日（金）～12月2日（木）
URL： https://kinokuni-bunkasai2021.jp/

作

Uni-Voice第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会事務局
（〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通１－１　和歌山県企画部紀の国わかやま文化祭推進局事業推進課内）

TEL：073-441-2571  FAX：073-423-7120
E-mail：e0225001@pref.wakayama.lg.jp

●問い合わせ先

品募集
募集期間 令和3年 月 日（火）→7 20 月 日（金）【必着】9 3

●本募集要項を全てお読みいただき、同意いただいた上で、応募用紙に作品を撮影した写真を添付して電子メール
　または封書のいずれかでお送りください。

確
　
　
　
認

・応募用紙及び作品写真の返却はいたしませんので、応募用紙はコピーをお手元に保管してください。
・申込用紙送付後に作品名の変更はできません。
・応募用紙のみ受け付けます。作品現物は送付しないでください。搬入期間及び場所以外に作品現物が届いた場合
　は送料着払いにて返送いたします。
・全国障害者作品展募集要項（特に  募集について   「２．応募にあたっての注意事項」）をよく読んだ上でのご応募
　をお願いします。

□ 以上に同意する（チェックがない場合、事務局から確認させていただきます。）

応募用紙送付先

お問合せ

第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会事務局
（和歌山県企画部紀の国わかやま文化祭推進局事業推進課内）
〒640-8585　和歌山県和歌山市小松原通1-1
TEL：073-441-2571　FAX：073-423-7120
E-mail： e0225001@pref.wakayama.lg.jp

この枠内に応募作品の全体がわかる写真（コピー可）を貼付してください。

・立体作品などは、作品の正面が分かる写真を貼付してください。
・写真の裏側に作者名・作品名を記入ください。
・写真が縦長の場合は、写真の上側が左になるように貼付し、枠左側の  天  に○を
　つけてください。
・メールで応募される方は写真データを添付いただくとともに、メール本文に天地
　が分かるよう説明を記載してください。
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この印刷物は、環境にやさしい植物油インキを使用しています。

文化庁　厚生労働省　和歌山県　第36回国民文化祭、第21回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会



令和3年7月20日（火）～令和3年9月3日（金）【必着】

Uni-Voice
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全国障害者作品展 応募用紙

応
募
者
に
つ
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て

所属団体名また
は居住市町村名

応募者名

作
品
に
つ
い
て

作
者
に
つ
い
て

作品種別

作品の題名

□絵画　　　　　　□書道　　　　　　□写真　　　　　　□版画
□立体（手芸、工芸、陶芸、彫刻など）

□視覚　　　□聴覚　　　□知的　　　□肢体　　　□精神
□発達　　　□内部　　　□難病　　　□その他（　　　　　　　　　）

（ひとつお選びください）

出品方法 □直接持ち込み（代理人可）

□12月4日（土）
午前10時～午後2時
たなべる

□12月6日（月）
午前10時～午後5時
和歌山県庁

□宅配・郵送（元払い）

□着払い返送

11月8日（月）～10日（水）　午前10時～午後5時
和歌山ビッグ愛　会議室201（ひとつお選びください）

返却方法
（ひとつお選びください）

ペンネーム
（使用される方のみ）

障害種別
（非公開）

年　齢
（非公開）

作品の大きさ

素　　材

縦

例）アクリル絵具、クレヨン、画用紙など

※主要な素材のみの記載で結構です。

センチ センチ センチ キログラム

横 奥行（立体のみ） 重さ（立体のみ）

（額装を含む）

住　　所

電話番号 FAX番号

メールアドレス

（ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒

（ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

連 絡 先

※応募者欄は、学校・施設・アトリエ等から応募される場合は所属団体のご担当者に関して、個人で応募される場合は連絡可能なご本人・ご家族等
　に関してご記入ください。

※共同制作の場合、氏名欄にグループ名・代表者氏名・制作人数をご記入ください。
※作品の題名、氏名（ペンネーム）、居住地（団体）、作者コメントはキャプションに掲載予定です。

裏面に写真貼付、
確認チェックをお願いします。

作者との関係

氏　　名

作者コメント

（ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

居住地 都・道
府・県

歳

全国障害者作品展　作品募集

全国の障害のある人または障害のある人を含むグループ
応募資格

絵画、書道、写真、版画、立体（手芸、工芸、陶芸、彫刻など）
※文芸作品の募集は行いません。

作品の種類

募集期間

応募方法
応募用紙に必要事項を記入の上、第36回国民文化祭、第21
回全国障害者芸術・文化祭和歌山県実行委員会あて電子
メールまたは郵送してください。

応 募 料
無料。ただし、出品に係る費用（梱包、搬入・搬出に要する経
費等）は出品者負担となります。

募集について
原則として一人２点以内。
過去に受賞歴のない創作作品（模写作品不可）に限ります。

１． 作品の規格等
（１） 絵画・書道・写真・版画の部
　・額装を含み1辺が100cm以内、総重量が10kg以内。写真
は四つ切（25.4×30.5cm）以内。

　・壁面展示に必要な額装（表面カバーはガラス不可）を施
し、フックにかけられるよう必ず紐を付け、直ちに展示可
能な状態にして出品してください。

　・額装をせず直接画びょう等を刺して展示する作品は、作
品より各辺2cm以上大きいサイズの台紙に張り付けてく
ださい。

（２） 立体作品の部（手芸、工芸、陶芸、彫刻など）
　・1辺が100cm以内、総重量が20kg以内。
　・床あるいは展示台に陳列が可能な状態にして出品して
ください。

２． 応募にあたっての注意事項（同意の上ご応募ください。）
（１）応募作品は原則として全て展示する予定ですが、応募点

数や会場の都合により、展示方法を調整することがあり
ます。

（2）作品は、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害するも
のでないこと。第三者から著作権、肖像権等に関する請
求があった場合、一切の責任は出品者が負うこととしま
す。

（３）複数の作品を応募する場合は、１作品ごとに応募用紙を
作成してください。

（４）記入した応募用紙はコピーをとり手元に保管してくださ
い。応募用紙及び作品写真の返却は行いません。

（５）施設等を傷つけるおそれのある作品、本展の趣旨及び
会場の使用規定に反する作品、展示不可能な作品、生物
（生花、植物など）、危険性の高い作品及び現場組み立て

を要する作品は出品不可とします。
（６）作品の取扱いには万全を期しますが、破

損・紛失等及び作品輸送中の事故・破損
について主催者はその責任を負いかね
ます。

（７） 応募作品の審査は行いません。
（８）応募作品の著作権は作者本人に帰属しますが、作品の

複写写真の版権は本展及び第36回国民文化祭わかや
ま2021、第21回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会
に関することに限り使用できるものとします。

（９） 会場内は撮影可とします。
（10）WEB展では、原則として全作品（作品名、作者名、居住市

町村（団体）名）を和歌山県ホームページに掲載します。
（11）新型コロナウイルス感染症の影響により、スケジュール

や開催方法等が変更または中止となる可能性がありま
す。

３． 作品集
応募いただいた作品は冊子にまとめ、作品集として後日
出品者に郵送します。

４． 感動大賞作品
全国障害者作品展（全国展）の来場者によるアンケート
投票により、種類毎に感動大賞作品を選出します。
感動大賞作品は、紀の国わかやま文化祭2021公式ウェ
ブサイト及び和歌山県ホームページに掲載します。

５． 個人情報の取扱いについて
応募により提出された個人情報は、「和歌山県個人情報
保護条例」に基づき厳正に管理し、本展の実施とそれに
付随した感動大賞等の報道発表、作品集作成及び広報
のために使用します。また、報道機関から取材があった
場合には、感動大賞作品作者の名前・住所・電話番号・年
齢・性別・作品名を提供することがあります。
なお、本展及び紀の国わかやま文化祭2021に係る業務
を業者に委託する場合は、事務局は委託先に対しても個
人情報の厳正な管理を義務づけます。

６． 作品の出品・返却について
（１）出品は、下記に作品を持ち込むか、日時指定で下記会場

に宅配・郵送（元払い）してください。

なお、上記の日時に出品できない場合は、事前に事務局
に相談してください。

（2）返却は、下記で作品を受け取るか、着払い返送（梱包費
込みの着払い）となります。

７． その他
作品展の観覧料は無料とします。

日　　　時 場　　　所
令和3年11月8日（月）
　　　　　～10日（水）
午前10時～午後5時

県民交流プラザ 和歌山ビッグ愛
会議室201
和歌山市手平2丁目1-2

日　　　時 場　　　所

令和3年12月4日（土）
午前10時～午後2時

田辺市文化交流センター たなべる
交流ホール
田辺市東陽31番1号

令和3年12月6日（月）
午前10時～午後5時

和歌山県庁東別館２階
紀の国わかやま文化祭推進局分室
和歌山市小松原通1-1

●応募は電子メールまたは郵送でお願いします。
●複数の作品を応募される場合は、１作品ごとに応募用紙を
　作成してください。（応募用紙コピー可）


