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NPO法人AWAアートプロジェクト

開催趣旨（コンセプト）

応　募　要　項

Episode 7.5
平和な国日本。やさしい自然に恵まれた山里。

でも、世界では未だ、飢えや戦争が終結していません。

私たちが今、出来ることは何だろう。

小さな想いが集まって、世界を変える動きにつながる日が来ればいい。

願いが磁場になりました。

世界共通の現代アートを通して、その出発点に立ちたいと思います。

第 2回目となる『AWA現代アート展2019』を、開催いたします。

2年前の『AWA現代アート展2017』をベースに、再び阿波市から全国に向けて発信します。

―お山の芸術祭―



洋画、日本画、版画、デザイン
サイズ：絵画 F・P・M・S・変形
　　　　20号から100号まで。（額装のガラス不可。アクリル可）厚さ10cm以内
最大サイズ：縦162cm×横162cmまで。素材は自由。
※ 応募作品は本人制作の未発表作品であること、作品中に第三者が著作権等の
権利を有していない作品とします。

※上記の条件に抵触するものは受付不可とします。

応募作品

応募作品は芸術顧問及び選考審査員が審査します。
一次審査は作品写真で入選作品を決定し、二次審査は一次審査通過の実作品に
より各賞を決定します。
●芸 術 顧 問　Art Advisor
　河崎　良行　徳島大学名誉教授／二紀会委員・参与
●選考審査員　Examiner
　上條　陽子　画家・安井賞受賞作家
　平木　美鶴　徳島大学総合科学部教授
　仁宇　暁子　形象派美術協会会員
　渡辺　記世　女流画家協会委員
　鈴木　良治　二紀会会員
　安達　一樹　徳島県立近代美術館学芸交流課長
　AWA現代アート展2019運営委員会代表

審　　査

高校生以上（国籍・個人・グループは不問）応募資格

1 点につき3,000円。
振込先　ゆうちょ銀行　受取人名　AWAアートプロジェクト
〈ゆうちょ銀行からの場合〉  〈ゆうちょ銀行以外の金融機関からの場合〉
【記号】01620－7　【番号】42990 【店名】一六九店　　【当座】42990

※振込手数料についてはご負担してください。

出　品　料

〒771－1153　徳島市応神町吉成字前須53－1
NPO法人AWAアートプロジェクト公募係
TEL：070－3841－9157　URL：https://www.koubo.co.jp/awaartproject/

応募送付先

2019年 9 月12日（木）～ 9 月20日（金）必着応募期間

① 出品申込書、②出品申込受付票、③一次審査結果通知票に必要事項を記入し、
作品の写真（プリントしたもの、サイズ A4、裏面上部に④写真貼付用応募票
を貼付したもの）、出品料の振込票（コピー可）、返信用封筒〔定型封筒（82円
切手貼付）、宛先記入〕2 通分を同封の上、応募送付先宛に郵送してください。

※応募は 1 人 2 点までとします。作品の写真は返却いたしません。
※ 申込書類を受付後、②出品申込受付票を受付番号記入の上、応募者へ返送します。

応募申込

最優秀賞　1 点　賞状 副賞 金20万円 優 秀 賞　1 点　賞状 副賞 金10万円
AWA賞　1 点　賞状 副賞 金 5 万円 Ｔ 氏 賞　1 点　賞状 副賞 金 5 万円
M 氏 賞　1 点　賞状 副賞 金 5 万円　入　　選　多数　賞状 　　 　　　　

賞

2019年11月 2 日（土）～ 16日（土）　開館時間 10：00～16：00会　　期

御所山王子現代アートスペース　徳島県阿波市土成町高尾字山王子77番地 2会　　場

一次審査（作品写真）の結果は、10月上旬にホームページに掲載するとともに、
③一次審査結果通知票を応募者に郵送します。
二次審査（実作品）の結果は、11月 2 日（会期初日）に各受賞作品を発表し、
ホームページに掲載します。

発　　表

〒771－1153　徳島市応神町吉成字前須53－1
NPO法人AWAアートプロジェクト公募係
TEL：070－3841－9157　URL：https://www.koubo.co.jp/awaartproject/

お問い合わせ

主催者は応募作品の画像を本事業の広報及び記録等のため、印刷物、ダイレク
トメール、ホームページ、テレビ、ラジオ、新聞等で自由に使用することがで
きるものとします。
当展はビエンナーレ（2 年毎）であり、次回のポスター等に作品を使用するこ
とも可とします。

諸　権　利

作品は⑤出品票を作品裏面の右上部に貼り付けの上、次のいずれかの方法で搬
入・搬出してください。
（1）直接搬入・搬出　　　　　　出品者が会場に持参・受取り
（2）美術品取扱店搬入・搬出　　出品者が取扱店に依頼
搬入日時：2019年10月20日（日）、21日（月）
搬出日時：2019年11月17日（日）、18日（月）
　　　　　各日 10：00～16：00（時間厳守）
搬入・搬出場所：御所山王子現代アートスペース
　　　　　　　　（徳島県阿波市土成町高尾字山王子77番地 2 ）

入選作品
搬入・搬出

原則として入選作品には展示に適する装置を施すこと。
極端に凹凸のある画面、破損しやすい縁のままの作品等に関しては、損傷等が
あった場合、当会は責任を負いません。
震災、火災等不慮の自然災害時に於ける作品の損傷、紛失について当会は責任
を負いません。
会期中における出品作品の撮影画像使用、雑誌等掲載に関しては当会の判断に
基づくものとします。

注意事項

AWA CONTEMPORARY ART EXHIBITION 2019
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（イチロクキユウ）
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