瀬戸内市立美術館公募展
テ�マ 日本刀
応募期間 二〇一二年六月一日〜七月一〇日︵消印有効︶
展示期間 二〇一二年七月二十五日〜九月九日
開館時間 九時〜十七時︵入館 十六時三〇分︶
休 館 日 月曜日

瀬戸内市は、多くの芸術家を生み出した創作の地であり、また日本特有の伝統的
工芸美術品である日本刀の多くを創り続ける備前長船を有します。瀬戸内市立美術
館公募展は、新しい世代の創作や芸術を見出し、育てていくために立ち上げたもの
です。
今回テーマを「刀剣の里備前長船」にちなみ、日本刀に関係したモノをテーマに
した絵画、イラスト等とし、地元をはじめ全国から募集し、審査の後、瀬戸内市立
美術館にて展示会を行い広く公開していくというものです。
瀬戸内市ならではのテーマを掲げ、地元クリエイターだけでなくより広くの創作者に
光を当て、可能性を開いていきたいと考えています。

○ごあいさつ
瀬戸内市立美術館公募展を開催するにあたり、御挨拶を申し上げます。
瀬戸内市の新しいまちづくりの指針として「人と自然が織りなす しあわせ実感都市
瀬戸内」を将来像とし、そのひとつに、歴史や文化を大切にするまちづくりを進めています。
そこで、
「夢二生誕の土地」であり、また伝統的な「刀剣の里」としても知られる瀬
戸内に新しい「創作の息吹」を吹き込んでいこうと今回この公募展を立ち上げました。
本公募展は、市内をはじめ県外からの児童、生徒及び将来その道を目指す方、プロ
アマ問わずに公募を行うことにより、新しく豊かな感性と限りない創造力を見いだし、引
き出し育てていく事を目的の一つとしております。
今後も、本公募展をはじめ、様々な創作への取り組みを積極的に展開してまいりたい
と思いますので、引き続きお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
瀬戸内市長

武久顕也

瀬戸内市の誕生後、市ゆかりの作家の作品を展示して、広く「芸術の街」としての瀬戸内市を位置づけ、アピー
ルしていくための「場」として開館して２年が立ちました。
収蔵品の核をなす佐竹徳画伯の作品展で始めた企画展はその後、日本画、油彩、木彫、陶器など様々なモノ・ヒト
で開催してきました。そんな中、
「豊かな自然と歴史を活かした交流と創造の都市〜つなぐ・いかす・つくる〜」とい
う目指すべき形へ向かって次の一歩として、市内、県内外からの公募展を企画いたしました。
テーマは、もう一つの瀬戸内市の伝統的工芸美術品である「日本刀」を取り上げました。新しい創作の世界にご参
加ください。
瀬戸内市立美術館長

岸本員臣

本年以降、毎年の開催をめざし、瀬戸内市への関心を高めるために地元ならではのテーマを掲げ、より広く多くの
創作者に光を当てていきたいと考えています。
今回はテーマを「刀剣の里

備前長船」にちなみ、伝統的工芸美術品である日本刀、または日本刀に関係したモノ

の絵画、イラストや造形物を広く募集いたします。
○スケジュール
応募期間

2012 年 6 月 1 日〜 7 月 10 日（消印有効）

発表期間

2012 年 7 月 16 日〜 7 月 20 日（連絡）

公示期間

2012 年 7 月 20 日〜 7 月 31 日（WEBSITE にて発表）

展示期間

2012 年 7 月 25 日〜 9 月 9 日

最優秀賞

出品作品の中で最も優れているもの 1 点

○各賞
賞状と副賞として賞金１０万円
優秀賞

出品作品の中で２番目に優れているもの 1 点
賞状と副賞として賞金３万円

瀬戸内市長賞

出品作品の中で３番目に優れているもの 1 点
賞状と副賞として賞金２万円

刀匠会賞

日本刀モチーフの作品で優秀と認めたもの 1 点
賞状と副賞として小刀

奨励賞

今後の活躍が期待される作品 1 点
賞状と副賞として賞金１万円

努力賞

努力が認められる作品数点
賞状と副賞として賞金１万円

佳作

１０点

賞状と副賞（一般と児童）
高校生以下の場合は賞金額相当の図書券
（高校生以下の佳作副賞は図書券 2,000 円）

各賞には賞状、賞金のほか副賞として地元の特産品などを贈呈いたします。
○審査員
瀬戸内市長

武久顕也（たけひさ・あきなり）

瀬戸内市立美術館長

岸本員臣（きしもと・かずおみ）

岡崎亨（おかざき・とおる）
1967 年東京都生まれ（現在も在住）。青山学院大学法学部を卒業後、株式会社 勁文社に就職、以後徳間書店、ワニブックスなどで編集者として活躍する。
ワニブックス刊「コミックガム」では編集長を長期に渡って務め、『一騎当千』などのメディアミックス展開を進めていく。昨年 12 月には、ホビージャパ
ンで WEB マガジン「コミック・ダンガン」を立ち上げ、同誌編集長を務めている。

神野オキナ（かみの・−）
1970 年沖縄県那覇市生まれ（現在も在住）。90 年代半ばに文筆業を開始、99 年神野オキナ名義でデビュー。以後ライトノベル、漫画原作などを手がける。
代表作「あそびにいくヨ！」
「疾走れ、撃て！」
（MF 文庫 J)「虚攻の戦士」
（GA 文庫）
「うらにわのかみさま」
（HJ 文庫）など漫画原作として「神狩鬼」
（作画・
隅田かずあさ）など。

ねぎしひろし（本名：根岸 弘）
1960 年生まれ。東京都出身のアニメーション監督、アニメーション演出家である。東京デザイナー学院を卒業後、スタジオコクピットを経て株式会社ラディ
クスエースエンタテインメント（現 : ウェッジホールディングス）を設立し、同社の代表取締役に就任した。以来、代表の業務をこなしながらも、監督と
して多数の作品に参加。ラディクスモバニメーション代表取締役を経て、2011 年 6 月に新たにアニメーション制作会社「株式会社ゼロジー」を設立し
現在は取締役として所属している。代表作「超音戦士ボーグマン」「NG 騎士ラムネ &40」「宇宙の騎士テッカマンブレード」「天地無用 !」「VS 騎士ラ
ムネ &40 炎」
「妖逆門」「パブー & モジーズ」

山本清史（やまもと・きよし）
1978 年東京都八丈島生まれ（現在は東京都世田谷区在住）。2006 年に全国公開映画「水霊 ミズチ」（主演：井川遥、渡部篤郎）を発表、2008 年
には日米合作映画「END CALL」
（主演：臼田あさ美）を手がける。そのほかの作品にテレビドラマ「のぞき屋」
「新撰組 PEACE MAKER」、PS3 ゲー
ム映像「Dragon's Dogma」などがある。

ポスター作者

略歴

泉谷あゆみ（いずみたに・−）
1968 年山口県生まれ（現在は神奈川在住）。1985 年に「Wolfcrest」
（平井和正 著）の挿絵でイラストレーターとしてデビューし、翌 1986 年 単行本「ハ
ルマゲドンの少女」を手がける。代表作 イラスト 月光魔術團（全 12 巻）
（1996 年 -1998 年）アスペクト、のち電撃文庫ウルフガイ DNA（全 12 巻）
（1999 年 -2000 年）メディアワークス幻魔大戦 DNA（2002 年）駿台曜曜社 全 6 集∞BLUE（インフィニティー・ブルー）
（2002 年）駿台曜曜社 全 4 集、
集英社文庫 上下巻 BLUE シリーズ。コミック「クリスタル・チャイルド 」（徳間書店）「ウルフガイ」（秋田書店）など。

○公募展サイト http://www.city.setouchi.lg.jp/~museum/kouboten/index.html
○美術館の情報
会場：瀬戸内市立美術館 3 階ギャラリーＳ
（ギャラリーは入場無料）
開館時間：9 時 00 分〜 17 時 00 分（入館は 16 時 30 分まで）
休館日：毎週月曜日
交通案内：電車・バスは、
ＪＲ岡山駅から赤穂線邑久駅で下車し、
東備バス「牛窓行」で紺浦（牛窓支所前）下車すぐ
車は、岡山ブルーライン「邑久ＩＣ」から県道 39 号線を「牛窓」
方面へ紺浦交差点左折約 200ｍ
連絡先：住所
TEL

0869−34−3130

URL

http://www.city.setouchi.lg.jp/~museum

担当者：大谷

主催

岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓４９１１
FAX

0869−34−3438

博志（おおたに・ひろし）hiroshi̲ootani@city.setouchi.lg.jp

瀬戸内市立美術館

TEL：0869−34−3130

FAX：0869−34−3438

http://www.city.setouchi.lg.jp/~museum/index.html
共催

全日本刀匠会

TEL：086−227−5721

http://www.tousyoukai.jp/
後援

山陽新聞社／ TSC テレビせとうち

協賛

岡山プラザホテル 長船サービスエリア／岡山ブルーライン 道の駅 黒井山グリーンパーク ゆうゆう交流館／
錦海ソルト株式会社／田淵いちご園／備前長船 名刀味噌本舗／備前福岡 一文字 うどん／
備前福岡の市（毎月第 4 日曜日）／有限会社 延原手延素麺製造所

