
○巡回美術展を開催します。（入場無料） 
岩手芸術祭巡回美術展      12月２日（土）・３日（日）展示室 

岩手芸術祭巡回小・中学校美術展 12月23日（土）・24日（日）ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

平成29年度 

久慈市民芸術文化祭久慈市民芸術文化祭  
会場：久慈市文化会館（アンバーホール）ほか 

○展示部門 11月３日（金）～５日（日）９：00～17：00 

展示室ほか （11月５日（日）は16:00まで） 

出展者、出演者を募集します！！ 

展示部門：各部門への出展条件や締切、申込先などは裏面をご覧ください。 

舞台部門：９月20日（水）までに下記事務局までお申し込みください。 

【お問い合わせ】 

久慈市芸術文化協会事務局（アンバーホール内）TEL：52-2700／FAX：52-2730 

主催：久慈市教育委員会／久慈市芸術文化協会 

○舞台部門（合同発表） 11月４日（土） 小ホール 

～ ～ ～ 舞台部門別日程のご案内 ～ ～ ～ 

・真理子・モダンバレエ・スタジオ 

 10月８日（日） 大ホール 

・久慈大正琴の会 

 11月12日（日） 大ホール 

・アルモニー・デュ・プランタン 

 ２月17日（土） 小ホール 

○茶道部門 
10月15日（日） 福祉の村・茶室  （茶券：1,000円） 

11月４日（土） エントランスホール（茶券：  300円） 



展示部門への作品を募集します！！ 

 

 

絵画・彫刻の部 

・作 品 油彩・水彩・水墨・クレヨン・クレパス等 

 画材は自由、版画、デザイン、彫塑、立体、

 造形（未発表のもの） 

・作品点数 １人１点(厳守) 

・規 格 絵画 50 号以内、彫刻 180 ㎝×180 ㎝以内 

・搬 入 11 月２日（木）午後１時から直接会場へ 

・応募〆切 ９月 30 日(土)必着 

 ※画題・作者名を必ず報告すること。締切後

 の報告は、パンフレットに掲載できません 

・申 込 先 小久慈町 31-32 日澤 志奈子 

☎080-1824-1359 

・搬 出 11 月５日(日)午後４時から 

書道の部 

・作 品 書体自由 

 小中学生、及び高校生は半紙、又は半切以内、 

 一般は２×８尺以内とし必ず表装すること 

・出品点数 １人１点 

・応募〆切 ９月 27 日（水） 

・搬 入 11 月２日（木）午前９時まで 

・申 込 先 ☎52-3993 

華道の部 

・作 品 丹精込めた作品 

・規 格 華道協会指定による 

・出品点数 １人１点 

・審 査 なし 

・応募〆切 ９月 30 日（土） 

・申 込 先 八日町 2-44 山口 晴汀 

☎52-3430 ☎・FAX 53-4813 

短歌の部 

・詠 草 「雑詠」３首 

・応募方法 郵送（住所、氏名、電話、小中高生は学校名、

 歌会の出欠を明記のこと） 

・投 稿 先 〒028-6411 九戸郡軽米町小軽米 11-50-２ 

 玉田 弘悦 ☎・FAX 0195-45-2380 

・応募〆切 ９月９日（土）必着 

・歌 会 ９月 16 日（土）午後１時～中央市民ｾﾝﾀｰ 

・表 彰 金・銀・銅・奨励賞（出詠者の互選による） 

俳句の部 

・兼 題 「桔梗(ききょう)」、「日暮」、「当季雑詠」計３句 

・応募方法 ハガキによる。句会の出欠を明記のこと 

・応募〆切 ９月 10 日（日)必着 

・投 句 先 小久慈町 13-36-２ 成田 不美 ☎59-3322 

・句 会 ９月 24 日（日）午後１時～中央市民ｾﾝﾀｰ 

・表 彰 金・銀・銅（兼題の部、席題の部） 

※選は出句者の互選による 

川柳の部 

・課 題 「音」、「長い」 

・出 句 数 各題２句（計４句） 

・応募〆切 ９月 30 日（土）必着 

・応募方法 郵便（FAX 可） 

・選 考 特別選者、及び投句者による互選 

・表 彰 最優秀賞、優秀賞、奨励賞 

・投 句 先 〒028-7906 洋野町中野 12－19 中野 裕子  

 FAX 0194-67-5008 

写真の部 

・作 品 題材は自由。（一般公募） 

・規 格 白黒・カラープリント･デジタルプリント 

  (修正不可)ともＡ４以上全紙まで 

・出品点数 １人２点以内、組写真（全紙まで）、四つ切

 ３点以内の連作（作品は額縁、又はパネル

 張りのこと） 

・応募〆切 10 月３日(火)午後５時まで 

 晴山写真、田表写真館、西村フォト、写新館、

 パレットプラザユニバース店 

 作品裏面に題名(1 0字以内)、住所、氏名、

 電話、取扱店名を明記のこと 

・表 彰 金・銀・銅 各１点、奨励賞５点 

・問い合わせ先 久慈市写真協会事務局 53-2932 荒屋敷 

和紙ちぎり絵の部 

・作 品 創作、習作 

・規 格 20 号まで 

・出品点数 １人２点以内 

・応募〆切 ９月 30 日（土） 

・搬 入 11 月２日(木)午後１時から直接会場へ 

・申 込 先 大沢 8-33-3 田辺 日出子 ☎53-5972 

菊華の部 

・作 品 丹精込めた作品 

・規 格 盆養作り、ダルマ作り、福助作り、ドーム

 作り、盆栽菊、ドーム菊 

・審 査 有り 

・応募〆切 10 月３日（火） 

・搬 入 11 月２日（木）午後１時から直接会場へ 

・申 込 先 夏井町閉伊口 5－88 沢山 浩志 ☎53-3506 

絵手紙の部 

・作 品 自由 

・規 格 大きさ制限なし 

・出品点数 １人 1～2 点 

・応募〆切 ９月 21 日（木） 

・搬 入 11 月２日（木）午後１時 30 分から直接会場 

・申 込 先 大川目町 22－62 高谷 淳子 ☎55-5600 

押し花の部 

・作 品 自由 

・出品点数 １人１～２点 

・応募〆切 ９月 29 日（金） 

・搬 入 11 月２日（木）午後２時から直接会場へ 

・申 込 先 大橋 泰子 ☎53-2580 

盆栽の部 

・作 品 盆栽・水石・草花盆景など 

・出品点数 １人１～２点（席飾りとする） 

・規 格 樹種・大きさ制限なし 

工芸・民芸・手芸の部 

・作 品 籐工芸、木工、編み物、アメリカンフラワー、 

 さきおり、その他身の周りの材料を活かした 

 工芸品 

・出品点数 下記申込先までお問い合わせください。 

・規 格 100 ㎝×100 ㎝以内 

・応募〆切 ９月 29 日(金)まで 

・搬 入 11 月２日(木)午後１時から直接会場へ 

・申 込 先 文化課郷土文化係（久慈市文化会館内） 

☎52-2700 FAX 52-2730 

◆応募できる方 久慈市民、及び久慈市にゆかりのある方 

◆会 場 久慈市文化会館（アンバーホール） 

◆展示期間 11月３日（金）～11月５日（日） 

◆応募要項 下記のとおり 

※作品搬出は11月５日（日）午後４時から。作品の返却は搬出時に会場において、各部門の責任者を通して行います。 


