
ねんりんピックびわこ・レイカディア県民大会

滋賀県レイカディア美術展
作品募集案内

挟込みの「事前出品申込書」に記入のうえ申込みください。

事前申込み
受付期間

展覧会場
会　期

令和４年
５月９日月～５月31日火

搬入日 時
搬 入 会 場

•ビバシティ彦根2F　出品全作品を展示
  令和４年 ６月９日木～６月13日月
•イオンモール草津２F　入賞・表彰作品を展示
  令和４年 ６月15日水～６月20日月

令和４年
［草津］６月５日日　
［彦根］６月７日火　

滋賀県立長寿社会福祉センター
ビバシティ彦根

主催　滋賀の縁創造実践センター  社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

第31回滋賀県レイカディア美術展実行委員会

後援

協力

（予定）

滋賀県　滋賀県美術協会　公益社団法人滋賀県書道協会　滋賀県写真連盟　朝日新聞大津総局　毎日新聞大津支局
読売新聞大津支局　産経新聞社　中日新聞社　京都新聞　日本経済新聞社大津支局　一般社団法人共同通信社大津支局
時事通信社大津支局  NHK大津放送局  KBS京都　　　　　　　　　  株式会社エフエム滋賀  株式会社平和堂（順不同）

第31回
（滋賀県シルバー作品展より名称変更）

10：00～17：00
最終日は14：00まで

9：30～15：00

10：00～17：00
最終日は16：00まで

　（滋賀県草津市笠山七丁目8番138号）

　（滋賀県彦根市竹ケ鼻町43番地の1）

　※所在地の地図は裏面

　※所在地の地図は裏面

展覧会場（全作品）はビバシティ彦根開催!! 
今回から申込方法変更

10：00～13：00



作品募集要領作品募集要領作品募集要領
第31回『滋賀県レイカディア美術展』開催趣旨等第 31回『滋賀県レイカディア美術展』開催趣旨等

開催趣旨◆

応募資格◆

　本県の高齢者創作活動を促進し、生きがいづくりを進めるため、日頃創作された作
品の発表の機会と鑑賞の場として、第31回「滋賀県レイカディア美術展」を開催します。
　本作品展は、「ねんりんピックびわこ・レイカディア県民大会」として開催し、滋賀
県知事賞、滋賀県社会福祉協議会会長賞は『ねんりんピックかながわ 2022』美術展
へ出展します。
県内に在住する60歳以上（昭和38年（1963年）4月1日以前に生まれた方）でアマチュ
アであること。

出品点数◆ 各部門ともに1人 1点で他の公募展に発表していない未発表の作品に限る。
出品料◆ 1点 1,200円（作品受付時に徴収）

出品方法◆ ①事前出品申込書に所要事項を記入のうえ、レイカディア美術展事務局へ申込むこと。
②作品を搬入日に出品料を添えて搬入会場に持参すること。

入賞・表彰◆
　　　　　　【入　賞】
新 滋賀県知事賞･･･各部門から１点
　　　　　　　（副賞20,000円）
新 滋賀県社会福祉協議会会長賞
　　　　　　･･･各部門から１点
　　　　　　　（副賞10,000円）
後援団体賞･･･16点　（副賞）

応募部門および作品規格応募部門および作品規格

日本画
水墨画を含む。
10号（53.0cm×33.3cm）以上、50号（116.7cm×116.7㎝）以内とする。
額装をする。ガラス、屏風、軸装は不可とする。なお、30号以上の作品については、
額縁の幅（マットを含む。）は６㎝以内とする。

　　　　　　【表　彰】
アクティブシニア表彰
　　　　　　　　･･･各部門から1点
　　　　　　　　　 （副賞）
※80歳以上の出品者が対象

洋画
油画、アクリル、水彩画、素描、版画、パステル画などとする。
10号以上、50号以内とする。（版画については、10号未満も可とする。）
額装をする。ガラスは不可とする。なお、30 号以上の作品については、額縁の
幅（マットを含む。）は６㎝以内とする。

工芸

工芸作品（陶芸、染織、漆芸、金工、木竹、人形、その他）とする。
立体作品は高さ 60 ㎝以内とし、平面（壁画を含む。）作品は 50 号以内とする。なお、
額装した作品で 30 号以上の作品については、額装の幅（マットを含む。）は 6 ㎝以内
とする。
屛風は二曲とし、平面時のサイズは高さ149㎝×横140㎝以内とする。
※パッチワーク・着物は、高さ170㎝×幅170㎝以内とし、吊るす処置を施したり、
　展示具（竿又は衣桁）と共に出品すること。

各部門とも運搬、展示に著しい困難がある場合は展示できないことがあります。
作品の裏面には、展示用の吊りひも等をつける。（彫刻、工芸の立体作品を除く。）
規格外の作品は選外とし、展示・出展料は返金できませんので、ご了承ください。
組立て等が必要な作品については、完成後の写真及び組立て説明図などを添付し
てください。
不慮の災害など不可抗力による損害については、主催者はその責任を負いません。

写真

注意事項

カラー、モノクロのプリント画面長辺27㎝以上の単写真に限る。
※木製パネル、額装を施し、その長辺は50㎝以内。吊りひも等をつけること。
　（額装の表面ガラス・樹脂板は不可、裏打ちの樹脂板は可）
カメラのアート機能使用や合成、削除等のデジタル加工は不可とする。
（※滋賀県知事賞・滋賀県社会福祉協議会会長賞となった場合は、全国大会のね
んりんピック規格（長辺50㎝以上、90㎝以内）に変更が必要です。木製パネル
仕立て又は額装等費用が必要になります。）

書

漢字、かな、篆刻、近代詩文書及び前衛、刻字を問わない。
額・枠・軸装いずれも可。表装仕上がり寸法は、1.5 ㎡以内とし、縦形式は一辺
が 242 ㎝、横形式は一辺が 182 ㎝以内とする。なお、ガラスは不可とし、重量
は10㎏以内とする。
篆刻作品は印影のみの作品とし、縦 39 ㎝×横 30 ㎝以内の額装とする。刻字作
品の大きさもこれに準ずる。
釈文を、作品裏面に貼付すること。

彫刻 高さ２００㎝×幅１００㎝×奥行１００㎝以内とする。
重量は200㎏以内とする。（手動可能なもの）

出
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申込みから作品返却まで申込みから作品返却まで

事前出品申込み

審査会（非公開）

作品搬入

作品返却　

滋賀県レイカディア美術展　（ビバシティ彦根会場）

滋賀県レイカディア美術展　（イオンモール草津会場）

■申込み方法

■返却日時

令和 4年 5月 31日㈫消印有効

令和４年 6月 7日㈫・８日㈬

表彰式

作品講評会

出品料 1,200 円は搬入時に受付でお支払いください。

※今後の新型コロナウィルス感染の状況によっては、日程変更や中止となる場合もあります。

滋賀県立長寿社会福祉センター １階第１教室
　搬入日時　令和 4年 6月 5日㈰
　　　　　　9:30 ～ 15:00
ビバシティ彦根 2 階ビバシティホール研修室
　搬入日時　令和 4年 6月 7日㈫
　　　　　　10:00 ～ 13:00

　　　　 〔彦根〕　令和 4年 6月 13日㈪ 14:30～16:00
　　　　 〔草津〕　令和 4年 6月 14日㈫　9:30～12:00
入賞・表彰作品 
　　　　 〔草津〕　令和 4年 6月 21日㈫　9:30～12:00
　　　　 〔米原〕★令和 4年 6月 21日㈫ 13:30～16:00　

■返却場所

出品希望者は挟込みの事前出品申込書により、郵送、FAX、メール又は
持参にてレイカディア美術展事務局へ申込みください。（FAX で送られ
た場合は着信確認のため事務局まで電話連絡をお願いします。）

作品は出品者又は代理人が直接持参してください。
なお指定日以外の搬入は受付ができません。

作品の返却は、搬入時に交付した預かり証との引き換えになります。

作品搬入と同会場　★彦根受付の入賞・表彰作品返却はレイカディア大学　
　　　　　　　　　　　 米原校（滋賀県立文化産業交流会館 2階）となります。

※作品数により終了時間は前後します。
※ビバシティ彦根各部門展覧会場で行います。

入賞・表彰作品を展示

日　時 :令和４年 6月13日㈪11：00～（受付 10：30～）
場　所 :ビバシティ彦根 (１階センタープラザ）

作品展示 令和４年6月15日㈬～6月20日㈪

出品全作品を展示

作品展示 令和４年6月9日㈭～6月13日㈪

日本画　鵜飼　雅樹 （日本画家）
洋　画　奥田　輝芳 （洋画家）
彫　刻　嶋畑　　貢 （彫刻家）

工　芸　井隼　慶人 （工芸家）
　書　　神田　浩山 （書家）
写　真　木村　尚達 （写真家）

日本画　６月 12日㈰ 13:00～
洋　画　６月 11日㈯ 11:00～
彫　刻　６月 11日㈯ 10:30～

工　芸　６月11日㈯ 13:00～
　書　　６月13日㈪ 12:30～
写　真　６月12日㈰ 14:00～

10：00～ 17：00
最終日は 10：00～ 14：00

10：00～ 17：00
最終日は 10：00～ 16：00

〔草津〕

〔彦根〕

◎

◎

①

②

③

④

⑤

⑥

…どなたでも参加できます。



動画で見る滋賀県レイカディア美術展動画で見る滋賀県レイカディア美術展
美術展の開催の様子や出品作品、入選作品の講評などを映像で
ご紹介します。（現在公開中の映像は、昨年度の「第30回シルバー
作品展」の様子です）詳しくはびわこシニアネットで検索

出品申込書に記載の個人情報については、結果通知等及びご本人への連絡に使用させていた
だきます。また入賞・入選者については個人情報の一部を出陳目録や情報誌等に掲載するほ
か、報道機関を含む関係者へ提供しますのでご承諾のうえ応募ください。
出品規格内の作品は原則としてすべて彦根会場に展示しますが、重量や形状等により展示が
困難な作品及び作品展の趣旨にそぐわない作品等については展示しないことがあります。
審査及び陳列の位置などに関する異議申立ての受付はできません。
作品の取扱いには十分注意します。ただし、天災等の不可抗力による損害につきましては、
主催者はその責任を負いません。
作品展の開催については、社会状況などにより、開催方法の変更や延期・中止となる場合が
あります。その際は、改めてホームページ上でお知らせします。なお、既納の出品料の返金
やその他中止等により生じた損害については主催者はその責任を負いません。
出品者は第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害することのないよう十分に注意し、問
題が生じた場合は出品者の責任において処理することとします。
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イオンモール草津

ビバシティ彦根 イオンモール草津
6月 9日㈭～6月 13日㈪会期
10:00～17:00(最終日のみ 10:00～14:00）時間

住所 彦根市竹ヶ鼻町 43番地の１ 草津市新浜町 300
10:00～17:00(最終日のみ 10:00～16:00）時間

住所

6 月 15日㈬～6月 20日㈪会期

お問合せ・申込先

滋賀の縁創造実践センター TEL. 077-567-3900 
FAX. 077-567-3906滋賀県社会福祉協議会

レイカディア美術展事務局
社会福祉法人

滋賀県草津市笠山七丁目8-138
  （滋賀県立長寿社会福祉センター内）

〒525-0072 
https://e-biwako.jp/nennrinn
MAIL：lacadia@shigashakyo.jp

　　　　　　【入　賞】
滋賀県知事賞･･･各部門から１点
滋賀県社会福祉協議会会長賞
　　　　　　･･･各部門から１点
後援団体賞　･･･●滋賀県美術協会賞●滋賀県書道協会賞●滋賀県写真連盟賞
　　　　　　　　●朝日新聞社賞●毎日新聞社賞●読売新聞社賞●産経新聞社賞●中日新聞社賞
　　　　　　　　●京都新聞賞●共同通信社賞●時事通信社賞●NHK大津放送局長賞
　　　　　　　　●KBS京都賞●びわ湖放送株式会社賞●エフエム滋賀賞●平和堂賞（順不同）

　　　　　　【表　彰】
アクティブシニア表彰
　　　　　　　　　･･･各部門から1点
※80歳以上の出品者が対象

各部門の滋賀県知事賞と滋賀県社会福祉協議会会長賞は『ねんりんピックかながわ 2022』
美術展へ出展します。
審査結果については郵送にて通知します。

16点（予定）

8

入賞・表彰入賞・表彰

その他・注意事項その他・注意事項

会場アクセス会場アクセス


