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1. 開催目的

第21回みのお選抜美術展 応募要項

～今年度から、申込み方法が『事前申込み』に変更となっています～

2. 会場

3. 会期

4. 出品資格

5. 部門及び作品規定

本市美術活動の更なる向上と振興を図るため、みのお選抜美術展を開催します。

箕面市立箕面文化・交流センター 地下 1階（箕面市箕面 6-3-1）
市民ギャラリー

令和 5年（2023 年）2月9日（木）～ 2月14日（火）
午前 10 時～午後 6時（最終入場は 午後 5時 30 分まで）
※2月14日（火）は 午後 4時まで（最終入場は 午後 3時 30 分まで）

箕面市内に在住、在職または在学の満 15 歳以上のかた
（中学生を除く。市内で活動している各部門の教室・サークルの所属のかた等を含む）

出品点数は 1部門につき「1人 1点」まで

・10 号（1辺 53cm）以上 100 号（1辺 162cm）以内で額装
　（ガラス不可、アクリル可）のもの
・グラフィックデザインはパネル張りのものも可
・彫塑等は等身大以内で搬入、展示可能なもの

日本画・洋画・版画
グラフィックデザイン
現代アート・彫塑等

一般

陶芸・木彫・染色・七宝
銀粘土・つまみ絵・人形
能面・フェルト
その他（具体的に出品申込書
に記入ください）
※但し、手芸に準ずるもの、
押し花、ちぎり絵、魚拓、珍木、
盆石等は除く。

書

部門

絵画・彫塑の部

写真の部

工芸の部

書の部

種類・ジャンル 作品規定

・写真画面サイズが A3（29.7×42.0cm）、
　A3ノビ（32.9×48.3cm）、
　半切（35.6×43.2cm）以上 全紙（45.7×56.0cm）以内
　市販の額装（63.0×77.0cm）以内に納めること
　ガラス不可・アクリル可またはパネル張りのもの
・組写真は上記寸法以内に納めること

・立体　等身大以内で搬入・展示可能なもの
　　　　（ガラスケース不可、プラスチックケース可）　
・平面　180cm×180cm以内
・額装　50 号以内（ガラス不可、アクリル可）
　※極小の作品は展示の為にケースか台座に固定すること
・希望者は作品解説文を添付のこと
　必ずはがき大の白厚紙に黒字で記入すること

・額装（ガラス不可、アクリル可）、軸装、巻物、帖、冊子
　：縦作品　縦 182cm×横 90cm以内
　：横作品　縦 90cm×横 182cm以内
・縦作品、横作品ともに仕上がり寸法
　（ただし軸装縦寸法についてはこの限りでない）
・釈文を添付のこと（楷書で作品の文字がわかるように）
　必ずはがき大の白厚紙に黒字で記入すること
・短冊、色紙なども装丁すること



6. 申込み 変更：注意

・選抜美術展の申込みを、今回から『事前申込み制』に変更します。
・申込み方法については、『窓口・申込フォーム・郵送』となります。

● 申込期間 ： 令和 5年（2023 年）1月14日（土）～ 1月30日（月）（期間厳守）
● 申込み方法 ：窓口・申込フォーム・郵送（各申込み方法は下記をご参照ください）
　　　
① 窓口での申込み
　 ○『出品申込書（別添）』のみを市民会館に直接お持ちください。
　　 〒562-0003　箕面市西小路 4-6-1　箕面市立市民会館
　　 ・受付時間　午前 9時～午後 5時　※1月18日（水）は休館

② 申込フォームでの申込み
 　○箕面市メイプル文化財団HPにある各種申込フォームからお申込みください。
　 ※お申込み受付後、確認のメールをminohart@minoh-bunka.comから送信しますので、
　　 数日経っても返信がない場合は市民会館までお問い合わせください。

③ 郵送での申込み
　 ○『出品申込書（別添）』のみを市民会館あて送付してください。
　 　・送付先：〒562-0003　箕面市西小路 4-6-1　
　　　　　　　　　　　　　箕面市立市民会館　みのお選抜美術展係 宛て
　 ※1月30日（月）の消印有効
　 ※出品申込書を受領後確認のお電話を差し上げますので、数日経っても電話がない場合
　　 は市民会館までお問い合わせください。

7. 作品搬入 令和 5年（2023 年）2月4日（土）
・時間　午前 10 時～午後 2時（時間厳守）
・場所　箕面市立箕面文化・交流センター  地下 1階  市民ギャラリー
・出品料　作品 1点につき1,000 円（学生 500円）
　　　　　※入選・選外にかかわらず返金しません。
・注意事項：作品は作品搬入日に現地持参でのみ受け付けます。
　　　　　　（郵送等での事前搬入は受付けません）
　　　　　：預かり証、作品貼付票に必要事項を記入の上、当日持参のこと。
　　　　　：作品貼付票はあらかじめ作品の裏面に貼付のこと。
　　　　　：箱、梱包材等はお預かりしません。

8. 注意事項 ・作品は自作で未発表作品に限ります。
・吊り下げ作品には、必ず「金具」及び「ひも（棒）」を付けてください。
・出品作品の肖像権、著作権等は出品者の責任において得られているものとします。
・出品申込書は必ず自筆でお願いします。（申込フォーム除く）
・自然保護・公序良俗に反すると思われる作品は受付けません。
・作品の審査に関するお問合わせ、展示場所、展示方法についての異議は受付けません。
・生花等は受付けません。また電気は使用できません。



9. 審査

10. 表彰式

11. 作品搬出

12. 備考

13. 問合わせ

・ご応募いただいた作品については、箕面市美術協会会員が厳正なる審査を行い、
　入選作品のみ展示します。
・入選作品のうち、特に優秀な作品を選出します。
　最優秀賞（賞金 3万円）　各部門 1点
　優秀賞（賞金 1万円）　　各部門 3点
　（但し、審査結果によってはこの限りではありません）
　※審査結果は、郵送で 2月5日（日）以降に送付します。なお、通知はがき・切手代
　　につきましては主催者で用意します。

日時：令和 5年（2023 年）2月12日（日）　午前 10 時～（予定）
場所：箕面市立箕面文化・交流センター 　地下 1階　市民ギャラリー

・作品は所定の時間内に預かり証と引き換えに返却します。期日後の保管場所はあり
　ませんので、必ず下記の指定時間内に引き取りに来てください。
　※作品を指定の日時に搬出しない場合は、主催者で処分します。
　〈選外作品〉
　　日時：令和 5年（2023 年）2月12日（日）　午後 1時～午後 3時
　　場所：箕面市立箕面文化・交流センター　4階　会議室 1
　〈入選作品〉
　　日時：令和 5年（2023 年）2月14日（火）　午後 4時 15 分～午後 5時 30 分
　　場所：箕面市立箕面文化・交流センター　地下 1階　市民ギャラリー

・表彰式、作品搬出の時間等変更する場合があります。
・作品の取扱には注意しますが、不可抗力、災害による破損・紛失等には主催者は
　その責任を負いません。必要な場合は出品者で保険をかけてください。
・出品作品等を撮影し、みのお選抜美術展の PRに使用する場合があります。
・新型コロナウイルス感染状況により、みのお選抜美術展を縮小・中止にする場合が
　あります。
・開催の有無や、その他のお問合わせは下記へご連絡ください。

公益財団法人箕面市メイプル文化財団 
箕面市立市民会館
〒562-0003 箕面市西小路 4-6-1　※第 3水曜日休館
電話：072-723-2525
E-mail：shiminkaikan@minoh-bunka.com



出品申込書

預かり証

作品貼付票

受付番号

受付番号

受付番号

きりとり

きりとり

氏　名

住　所

※他市にお住まいで箕面市に在職・在学、または箕面市の教室に所属のかたは下記を記入ください。

勤務先・学校・教室名

所在地

種類・ジャンル

大きさ

箕面市

絵画・彫塑 写真

工芸 書

絵画・彫塑

上記のとおり作品をお預かりします。
令和 5年（2023 年）2月4日（土）

※作品貼付票は、搬入時にあらかじめ作品の裏側に貼り付けてください。

（氏名）　　　　　　　　　　　　　　様
※搬出の日時は厳守してください。
【作品搬出日時】
選外作品：令和 5年（2023 年）2月12日（日） 午後 1時～午後 3時　　場所：箕面文化・交流センター 4 階 会議室 1
入選作品：令和 5年（2023 年）2月14日（火） 午後 4時 15 分～午後 5時 30 分　　場所：箕面文化・交流センター 地下 1階 市民ギャラリー

箕面市美術協会
（公財）箕面市メイプル文化財団

写真

工芸 書

絵画・彫塑 写真

工芸 書

年齢
箕面市美術協会
（いずれかに○）

部　門
（いずれかに○）

部門（いずれかに○）

部門（いずれかに○）

会　員

会員でないかた

箕面市美術協会
（いずれかに○）

会　員

会員でないかた

電話番号

電話番号

題　名　（12 文字以内）

題　名

題　名
（ふりがな：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ふりがな：

ふりがな

〒　　　ー

氏　名

ふりがな

※必ず自筆で、文字は楷書で明瞭に記入してください

（搬入日におもちください）



新型コロナウイルス感染症対策のお願い

① 発熱（37.5 度以上）、咳などの症状がある場合や体調が優れない場合のご来場はご遠慮ください。
② マスクの着用をお願いします。
③ 入場時に手の消毒をお願いします。
④ 入場時に体温のチェックをさせていただきます。


