令和２年度　第７１回芳賀地方芸術祭開催要項
　　　　　　　　　　　　１．趣旨　芸術の普及奨励と郡市民の豊かな文化生活の向上を図るため、第７１回芳賀地方芸術祭を開催する。
　　　　　　　　　　　　２．主催　芳賀地方芸術祭運営委員会
　　　　　　　　　　　　３．後援　芳賀郡市社会教育運営協議会　芳賀郡市町村会　芳賀市町教育委員会連合会　芳賀教育事務所
　　　　　　　　　　　　４．期間　９月２７日（日）～１１月２３日（月・祝）
　　　　　　　　　　　　５．対象　芳賀郡市内に在住または在勤者・在学者、市町関係支援団体に所属している方
部門
募　集　規　定　・　注　意　事　項
申　込　期　日　・　あ　て　先　等
開　催　期　日
会　場
詩
一　　般　　一人２編以内
　　　　　　住所・氏名〈フリガナ〉・電話番号明記
高校生　　一人２編以内
小中学生　　学級３編以内
　　　　　　＊自由詩
　　　　　　＊日本語で書かれた自作、未発表作品に限る。
　　　　　　＊引用の際は無断引用せず、「」を付けて引用部分が分かる
ようにする。
　　　　　　＊学校からの応募はＥメールで行う。
　　　　　　　（各市町ＨＰから様式をダウンロード）
　　　　　　＊各学校ごとに出品者一覧表〈フリガナ〉を必ずつける。
９月２５日（金）午後５時必着

〒321-3424　市貝町大字上根1577
　市貝町中央公民館内　生涯学習課
　　「芳賀地方芸術祭　詩係」
　TEL　０２８５（６８）００２０
　FAX　０２８５（６８）００４８
　E-mail
syougai01@town.ichikai.tochigi.jp
表彰式
11月21日（土）
午前10時～
市貝町町民ホール




短　歌
一　　般　　新作短歌　一人２首（用紙　はがき）
　　　　　　住所・氏名〈フリガナ〉・電話番号・新旧かな遣いの別を明記
　　　　　　歌会詠草　一人１首　上記応募歌と別紙使用(「大会用」と朱書)
　　　　　　＊自由詠（自作、未発表作品に限る。）
　　　　　　＊必ず大会への出欠を明記。大会当日欠席の場合、賞は除外。
小中高校生　新作短歌　一人１首　１校１０人まで（18学級以上は20人まで）
　　　　　　＊自作・未発表作品に限る。小学校は上学年・下学年を分ける。
　　　　　　＊学校からの応募はEメールで行う。
　　　　　　　（各市町ＨＰから様式をダウンロード）
　　　　　　＊各学校ごとに出品者一覧表〈フリガナ〉を必ずつける。
９月１８日（金）午後５時必着

〒321-3424　市貝町大字上根1577
　市貝町中央公民館内　生涯学習課
　　「芳賀地方芸術祭　短歌係」
　TEL　０２８５（６８）００２０
　FAX　０２８５（６８）００４８
　E-mail
bunka01@town.ichikai.tochigi.jp
表彰式
10月31日（土）
午前10時～


大会
10月31日（土）
表彰式終了後
市貝町町民ホール



市貝町町民ホール
俳　句
一　　般　　四季雑詠　一人５句（用紙　はがき）住所・氏名〈フリガナ〉
　　　　　　電話番号・芳賀地方での所属団体を明記（県外・郡外の方）
　　　　　　＊必ず大会への出欠を明記
高校生　　一人２句　学校名、学年、氏名〈フリガナ〉明記
小中学生　　一人１句　１校１０人まで（18学級以上は20人まで）
　　　　　　＊自作・未発表作品に限る。小学校は上学年・下学年を分ける。
　　　　　　＊学校からの応募はEメールで行う。
　　　　　　　（各市町ＨＰから様式をダウンロード）
　　　　　　＊各学校ごとに出品者一覧表〈フリガナ〉を必ずつける。
９月１８日（金）午後５時必着

〒321-4217　益子町益子3667-3
　益子町中央公民館内　生涯学習課
　　「芳賀地方芸術祭　俳句係」
　TEL　０２８５（７２）３１０１
　FAX　０２８５（７２）３１１０
　E-mail
syougai@town.mashiko.lg.jp
表彰式
11月7日（土）
午前10時～

大会
11月7日（土）
表彰式終了後
益子町中央公民館　視聴覚室


益子町中央公民館　研修室

川　柳
一　　　般　雑詠　一人３句以内（用紙　はがき）未発表の作品
　　　　　　住所、氏名〈フリガナ〉、電話番号、雅号を明記
　　　　　　＊必ず大会への出欠を明記
小中高校生　雑詠　小中学生（１学級２句以内）　高校生（１人２句以内）
　　　　　　＊自作・未発表作品に限る。
　　　　　　＊５・７・５の基本を厳守すること。
　　　　　　＊学校からの応募はEメールで行う。
　　　　　　　（各市町ＨＰから様式をダウンロード）
　　　　　　＊各学校ごとに出品者一覧表〈フリガナ〉を必ずつける。
９月１８日（金）午後５時必着

〒321-3304　芳賀町大字祖母井548-1
芳賀町民会館内　生涯学習課
　「芳賀地方芸術祭　川柳係」
TEL　０２８（６７７）０００９
FAX　０２８（６７７）４９１８
E-mail
bunka@town.tochigi-haga.lg.jp
表彰式
11月14日（土）
午前10時～

大会
11月14日（土）
表彰式終了後
芳賀町民会館ホール


芳賀町民会館多目的室
写　真
一般、小中高校生　カラー、白黒、一人１点
　　　　　　　　　画題自由　未発表作品（各コンテスト入選以上は不可）
　　　　＊パネル・額入（ガラス額は不可・アクリルは可）展示ヒモをつける。
　　　　＊組み写真は３枚以内で、縦横とも1.2ｍ以内で１枚の額に入れる。
　　　　＊サイズはＡ４～全紙（プリンターの場合Ａ４～Ａ３ノビも可）
　　　　＊人物の場合は、被写体の方の了承を得る。
　　　　＊作品票（題名・フリガナ・撮影場所・市町名・氏名〈本名フリガナ〉）
　　　　　を作品裏面、箱に添付する。
＜作品票は裏面様式のコピー使用、または、各市町担当課にある様式を使用する＞
　搬入時に、箱の表面に作品票をつけること  　　

搬入：１１月１７日（火）
　　　　午前９時～午前１１時

搬出：１１月２５日（水）
　　　　午後１時３０分～午後３時

お問い合わせ先
〒321-3531　茂木町大字茂木151
　茂木町公民館内　生涯学習課
　　　「芳賀地方芸術祭　係」
　TEL　０２８５（６３）１１３７
　FAX　０２８５（６３）１１３８
　E-mail
syougai.gakusyu@town.motegi.lg.jp

＊県以上の入選・入賞作品は出品できません。

＊個人から各市町への出品は、市町により締切日時が異なります。詳しくは各市町生涯学習課・文化課・公民館に問い合わせください。

＊作品は努めて保護しますが、不可抗力による破損については責任を負いかねます。

＊各市町は、出品リストに作品の大きさを明記する。
展覧会
111月20日（金）～11月23日（月.祝）
午前10時～
午後4時
茂木町民体育館メインアリーナ
日本画

一　般　　　一人１点　日本画・水墨画・墨彩画　３０号まで
　　　　　　額仕立・軸仕立　作品にはひも等を付け箱入りとする。
　　　　　　＊作品票（題名・市町名・氏名＜本名＞）を作品裏面、箱に添付する。
＜作品票は裏面様式のコピー使用、または、各市町担当課にある様式を使用する＞
　搬入時に、箱の表面に作品票をつけること




洋　画

一　般　　　一人１点　油彩・水彩・パステル・素描・版画・アクリル
　　　　　　６～３０号　額仕立　作品にはひも等を付け箱入りとする。
　　　　　　＊作品票（題名・市町名・氏名＜本名＞）を作品裏面、箱に添付する。
＊模写作品については出品をお控えくださるようお願いいたします。
＜作品票は裏面様式のコピー使用、または、各市町担当課にある様式を使用する＞
　搬入時に、箱の表面に作品票をつけること




書　道

一　般（小中高校生は除く）　一人１点　文書体は自由、新作に限る。
　　　寸法は小作品・半切・全紙とする。２尺×６尺・２尺×８尺の作品
　　　＊規格外は審査の対象にしない。
　　　＊特選・芸術祭賞・準芸術祭賞・奨励賞・入選は全作品の中から選出する。
　　　＊釈文票（住所・氏名＜本名＞釈文）を作品裏面、箱に添付する。
　　　＊申し込み時、作品の向き（タテ・ヨコ）をお伝えください。
＜作品票は裏面様式のコピー使用、または、各市町担当課にある様式を使用する＞



部門
募　集　規　定　・　注　意　事　項
申　込　期　日　・　あ　て　先　等
開　催　期　日
会　場
演　劇
上演時間（準備、後片付けの時間を含む）
　　　　・小学校４０分以内　・中学校５０分以内　・高等学校７５分以内
　　　　・一般９０分以内
　　　　＊小中学校についてはクラブ活動や部活動、校内の学習発表会等で取り組んでいる演劇活動の発表も可。
　　　　＊プログラム編成会議時に台本、装置仕込図、照明仕込図を持参。
　　　　・9月12日（土）プログラム編成会議　仕込図検討
　　　　　　　　　　　　台本をもとに舞台、音響、照明の打合わせ
　　　　・9月26日（土）ゲネプロ
※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、
開催内容の変更や中止の可能性があります。
９月８日（火）午後５時まで
　　　　　（仕込図も同日締切）
※芳賀町の貸館基準により募集

〒321-3304　芳賀町大字祖母井548-1
芳賀町民会館内　生涯学習課
　「芳賀地方芸術祭　演劇係」
TEL　０２８（６７７）０００９
FAX　０２８（６７７）４９１８
E-mail
bunka@town.tochigi-haga.lg.jp
発表会
9月27日（日）



表彰式
10月22日（木）
　　午後4時～
芳賀町民会館ホール


芳賀町民会館研修室
民舞吟
種　目　日本民謡・舞踊・吟詠・邦楽演奏で芸術化したもの
　　　　各町の出演時間は５０分以内。
　　　　ただし、真岡市については１時間４０分以内とする。
　　　　＊入退場の時間も含む。
　　　・9 月11日（金） 9時～　  ：プログラム編成会議
（真岡市公民館第２会議室）
　　　・9 月24日（木）、25日（金）：リハーサル
（申込み順で時間考慮）
・9 月27日（日）開催当日     受　付：9時～9時30分
開会式：9時30分～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　演　技：開会式終了次第
※今後の新型コロナウイルスの感染状況により、
開催内容の変更や中止の可能性があります。
８月２６日（水）午後５時まで
（メール・ＦＡＸ・郵送・手渡し）
※音源提出も８月２６日（水）まで
各市町事務局へ提出
※真岡市の貸館基準により募集

〒321-4305　真岡市荒町1201
真岡市民会館内　文化課
「芳賀地方芸術祭　民舞吟係」
TEL　０２８５（８３）７７３２
　FAX　０２８５（８３）４０７０
　E-mail
bunka@city.moka.lg.jp
発表会
9月27日（日）

真岡市民
“いちご”
ホール（市民会館）小・大ホール
図工美術

募集規定は、「第３４回芳賀教育美術展募集要項」による。
展覧会
9月25日（金）～
10月末

表彰式
10月4日（日）




未定
書写書道
応募規定は、「芳賀地方芸術祭書写書道作品展要項」による。
　　＊出品点数
学校
学級数
小学校
中学校
高校



条幅1/2
半紙
硬筆
条幅
半紙
条幅・半紙

小中高校
6以下
6点
24点
8点
6点
24点
制限なし


7～12
12点
40点
12点
12点
40点



13～18
18点
50点
18点
18点
50点



19以上
24点
60点
24点
24点
60点


　　＊題材及び書体　自由（縦書きとし未発表のものに限る）
　　＊作品は、小中高校を通して出品する。
　　＊硬筆はケント紙を使用する。
出品目録には学級数を明記
搬入作品は出品目録を付して
１０月２３日（金）
午後４時３０分までに中村小へ
〒321-4351　真岡市中302
中村小学校　宛
　TEL　０２８５（８２）２５３３
＜出品例＞
＊小学校10学級では、1/2条幅12点、
　半紙40点、硬筆12点まで出品できる。
＊中学校10学級では、条幅12点、半紙40点、硬筆12点まで出品できる。
＊一人１作品に限る。
展覧会
11月7日（土）～
　　 8日（日）
午前９時～
　　　　午後４時
真岡市
久保講堂

＊不可抗力による作品等の損傷については、責任を負いかねます。
コピーして使用
＊各部門の期日・会場等は、やむを得ない事情により変更になる場合があります。


◎ギャラリー部門
☆写真・日本画・洋画部門は下記の作品票を、書道部門（一般）は
コピーして使用
キリトリ線
右記の釈文票をつけて出品してください。◎写真部門◎日本画部門◎洋画部門
作品票
◎書道部門（一般）
釈文票


釈文
氏名
住所



（号）






○をつけて
ください
写真・日本画・洋画

○をつけて
ください
写真・日本画・洋画




フリガナ
題　名


フリガナ
題　名






撮影場所（　　　　　　　　　　）


撮影場所（　　　　　　　　　　）




市町名


市町名





フリガナ
氏　名


フリガナ
氏　名





＊箱用（箱の表面に貼る）

＊展示用（作品の裏に貼る）




※写真部門は題名の下に（撮影場所）を記入のこと

