みんな でつ なご う

なお えつ うみ まち アート 2022

うみまち作品展

作 品 募 集 要項

1. 趣旨
・直江 津の まち を「 アー ト」で 彩り 、 直江津 の人 も、 訪れ た人 も一緒 にな っ て アー トを
楽し みま す。 アー トに よっ て 人を つな ぐ、 直江 津を つな ぐ…そ して 直江 津の 歴史 や文
化、風 土な どま ちの 魅力 を引き 出す と ともに 、ま ちの 賑わ いを 創出す るた め 市民に よ
るアー トイ ベン トを 開催 します 。
・
「あ なた もう みま ちアー ティ スト ！ 」と銘打 って 、市民の 皆さ んが 制作 した 作品を 多く
の方か ら鑑 賞し ても らう ため、 直江 津 屋台会 館に 展示 しま す。
2. 展示会 場及 び開 催期 間
⑴ 展示会 場
直江津 屋台 会館 （〒942-0004 新潟 県上 越市西 本町 4 丁目 18−12）
⑵ 開催期 間
令和 4 年 8 月 20 日（土） ～9 月 25 日(日)

の土 日祝祭 日

10：00～16：00

※新型 コロ ナウ イル ス感 染症拡 大防 止 の観点 から 、中 止す る場 合があ りま す の
で、予 めご 了承 くだ さい 。
3. 応募内 容
⑴ 作品テ ーマ
・「直 江津 の“ま ち” や“ うみ ”が 感じ られる 作品 」
⑵ 応募資 格
・テー マを 満た す作 品で あれば 、年 齢 、居住 地を 問い ませ ん。 個人で なく 、 グルー
プでの 共同 制作 も可 。
・作品 搬入 、設 置、展示 準備 や搬 出撤 去を自 身で でき る方 。(搬入 搬出 時間は 個別に
打合せ させ てい ただ きま す。)
・不 慮の 災害 又は 搬出日 時を 過 ぎた場 合に おい て、 作品 の損傷 等に 主 催者が 責任 を
負わな いこ とを 了承 でき る方。
※反 社会 的活 動を 行う団 体等 と の関係 を有 して いる 方、 特定の 政党 、 思想団 体、 宗
教・宗 派等 を擁 護し、中立 の立 場で はな い方は 応募 をお 断り する 場合が あり ま す。
⑶ 出展料
・無料
⑷ 作品種 別
・絵画 、版 画、 彫刻 、立 体造形 、陶 芸 、書道 、工 芸、 写真 、映 像
⑸ 作品規 格
・大き さに 関す る規 定は ありま せん 。 展示に 必要 な広 さを 教え てくだ さい 。
・著作 権や 肖像 権の 侵害 に注意 して く ださい 。
裏面あ り

⑹ 作品点 数
・制限 はあ りま せん が、 応募作 品が 多 数の場 合、 展示 作品 数を 調整さ せて い ただ
くこと があ りま す。
⑺ 作品 の素材 等
・生も の（ 腐る もの）、危 険性 の高 いも のを使 用し た作 品は 応募 できま せん 。
4. 応募方 法
・「展 示作 品募集 」フ ォー ムに 入力 し、 確認画 面へ 進ん でく ださ い。
・募集 締切 ：8 月 12 日(金)
・締切 後も 展示 スペ ース に空き があ れ ば作品 を受 け付 けま す。 会期中 もお 気 軽に
事務局 にご 連絡 くだ さい 。
【個人 情報 】
・お 送り いた だい た情報 は個 人 情報保 護法 の主 旨に 則り 、なお えつ う みまち アー
ト 2022 以外には 使用 しま せん 。
5. なおえ つ うみま ちア ート ロゴ の使 用に ついて
・作品制作に当たり、ロゴマークの使用をご希望の場合は、上越市企画政策課
（TEL:025-520-5625）へ ご連絡 くだ さ い。申 請手 続き を行 い、マ ニュ アル を 遵守
すれば 無料 で使 用す るこ とがで きま す 。
サ ンプ ル） この 他に も数パ ター ン のロゴ があ りま す。

6. 問合せ 先
・ご不 明な 点等 はご 遠慮 なくお 問い 合 わせく ださ い。
なおえ つ うみま ちア ート 2022 実行委 員会
電

話：080-3496-7082

メール ：naoetsu.umimachi.art@gmail.com

