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●主催 :公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

0実施 :全国障害者総合福祉センダー (戸山サンライズ)

0協力 :各都道府県・指定都市障害保健福祉関係主箇課/各都道府県・指定都市応募取りまとめ等協

力機関/一般財団法人毎日書道会

0後援 :株式会社福祉新間社/障害者福祉センダー等全国連絡協議会/全国手をつなぐ育成会運合

(予定)会/社会福祉法人日本身体障害者団体運合会/公益財団法人日本矢目的障害者福祉協会/公
益社団法人全国精神保健福祉会運合会 (順不同)

【お問い合わせ先】       【応募締切】
全国障害者総合福祉センダー

(戸山サンライズ)

〒162百0052東京都栞斤1雷区戸止11日22‐ 1

TEL:03日 3204‐3611
FAX:03口 3232‐ 3621 ※審査結果発表は12月 中旬をラ定
Ettmaiticontest@abox3日 SOttnetBne日
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2022年 9月 2‐ 3日

携帯フォト:9月 30日締切

△

書道部門 (毛筆・硬筆合計)お 金賞10点・銀賞15点・銅賞25点程度

写真部門 (フ リーの部・ポートレートの部合計)  金賞5点・銀賞10点・銅賞15点程度

写真部門 (携需フォトの部) 入賞10点程度

入 賞 点 数 (予 定)

HP閲覧用QRコ ード応募用QRコ ー ド

各種QRコ ー ド(応募用・HP閲覧用)

【応募取りまとめ等協力機関名】

滋賀県障害者社会参加推進協議会

尋撃晋堅Ъ入丁目5‐130

電話(077)565‐ 4832  FAX(077)564-7641

info@kenshinkyo― shigaBcO】阻



第37回 障害者による書道・写真全国コンテスト 応募要項

◆目  的 障害のある方々の文化・芸術活動の促進と技術Q向■、またそれらの活動を通した積極的な自己実現と
社会参加の推進を目的とします。

◆応募資格 次の①～③のいずれかに該当する方
①「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかの交付を受けている方
② 難病による障害のある方  .
③ ①または②と同等であると主催者が認めた方

但し、当コンテスト各部門において3回 以上入賞されている方は審査対象外とします。

◆募集内容  ①書道部門 題材は自由です。硬筆・毛筆とも可

②写真部門 【フリーの部】題材は自由です。

【ポートレートの部】人物を題材とした作品が対象となります

【携帯フォトの部】題材は自由です。携帯電話采

`ま

スマートフォンのカメラ機能を使つて
ご応募ください。     ・

※応募は各部門1人 1作品まで (書道と写真双方の応募は可)と させていただきます。

※写真部門は、フリーの部・ポー トレー トの部・携帯フォ トの部から1つの部を選んで応募 してください。

◆作品サイズ ①書道部門  半紙サイズ (約 3幹 3cm× 24.Ocm)、 硬筆はA4サイズ (約 21.Ocm× 29.7cm)

※タテ・ヨコ自由

②写真部門  四ツ切、フイ ド四ツ切サイズ         
=́

デジタルカメラ作品の場合はA4サイズ (約 21.Ocm× 29.7cm)も 可 ※夕>・ ヨコ自由

携帯フォトの部は審査の関係上、画像サイズはVGA(640X480ピ クセル)以上でご応募ください。
※その他、詳しくは『携帯フォトの部に関するお願い』をご参照ください。

◆応募方法 応募用紙に必要事項をご記入の上、作品を添えて各都道府県 。指定都市の応募取りまとめ等協力機関

(以下、協力機関)に ご提出ください。協力機関一覧につきましては、別紙をご参照ください。全国
コンテス ト事務局への個人での直接応募は審査の対象外 とさせていただきますのでご注意ください∩

!ご注意 ! ご応募いただきました作品の返却はいたしません

都道府県・指定都市により締切日が違いますので、直接協力機関にお問い合わせください。

①書道部門・・・金賞10点 、銀賞15点、銅賞25点程度を選定します。

②写真部門・・・フリーの部
ポー トレー トの部

金賞5点 、銀賞10点、銅賞15点程度を選定します。

携帯フォ トの部・・・入賞10点程度を選定します。

※入賞点教は作品の応募′点数によつて変更させていただくことがあります。

令和4年 12月 上旬に協力機関宛に通知いたします。入賞者ご本人へは令和4年 12月 中旬に入賞の

お知らせならびに賞状、記念品を発送いたします。
また、電話にて審査結果のご案内をいたします。(令和4年 12月 中旬開始予定)

当センターホームページ上でも審査結果を発表いたします。
https://wttww.normanet.ne.jp/～ww100006/index,htm

}

携帯フォトの部につきましては、応募用メールアドレス (cOntest@abox3.so― net.neo jp)へ のご応募となりま

すので、ご注意ください。メール本文にお名前 。年齢 。ご住所 。電話番号・障害種別・作品タイ トノヒ・作品PR
・入賞時本名掲載の可否・入賞時障害掲載の可否を入力のうえ、作品を添付し送信してください。
※表紙のQRコ ー ドからもご応募いただけます。協苗2止上の出Ωぬ嵐魏珈旧阻乱鳳剛阻h館と～と祖虫土立転

◆応募締切日

◆入賞点数

◆審査結果



【入賞作品の館内展示等】        ―
・全国障害者総合福祉センター (戸 山サンライズ)館内において入賞作品の展示を行います。
・コンテス トの入賞者、入賞作品、審査員総評等は当センターホームページに掲載いたします。※情報誌 「戸山サンラ

イズ」は昨年度で発行を中止 しました。それに変わる掲載方法については現在検討中です。

【コンテスト全般に関するお願い】
◆作品の制作年月 日は問いません。但 し、他のコンテス ト等に未応募のものに限ります。

◆ご応募いただいた作品の著作権は制作者ご本人に帰属しますが、当コンテス ト事業の一環として行 う審査・審査結果
の発表及び広報のための印刷・展示・放送 (イ ンターネットを含む)等における使用権は、当センターに帰属するも

のとします。

◆登蓋4姪創独2坐生述坐瑾壁基建昼茎と生遡錘を二垂基豊≧4江望健艶L甕査送睦望埋≧登生【二堂立鯉曇量五二
◆公序良俗に反する表現につきましては、コンテスト事務局の判断で審査対象外とする場合がありますのでご了承くだ

さい。                                   ,
◆ご応募いただいた方の個人情報はコンテス ト事務局が責任を持つて管理し、当コンテス ト以外の用途に使用すること

はありません。
◆ご応募いただきました作品の返却はいたしません。

【書道部門に関するお願い】             
‐

◆上肢の障害等による規定サイズ外の作品応募につきましては、事煎に事務局へご相談ください。

◆規定サイズの範囲内であれば、用紙の種類は問いません。 (色紙も可)

◆ 塁
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◆作品は折 り曲げずにお送 りください。

【写真部門に関するお願い】
◆人物・美術品・写真等の著作物もしくは肖像を作品に使用される場合、あらかじめ著作者 。所有者や被写体となる

方等から使用許諾・承諾を得た上でご応募・ください。仮に第二者から権利侵害、損害賠償等の主張がなされたとし

ても、当センターは一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。

◆組写真・合成写真は不可とします。

■携 帯 フォ トの部 に関す るお願 い ■

◆募集作品は、カメラ付携帯電話及びスマー トフォンで撮影した写真のみです。 (他の機器で撮影したものや加工した

ものは無効)

◆作品は審査の関係上、必ず画イ象サイズをVGA(640× 480ピ クセル)以上に設定してください。それ以下のサイズの作
品は審査対象外となりますので、ご注意ください。 (設定方法については、お持ちの機種の説明書等をご確認くだ

さい)

◆作品の差し替えは行いませんのでご注意ください。複数のご応募があった場合は、最初に届いたものを審査対象とし

'以降届いたものにつきましては審査紺象外とします。

◆ご応募は無料ですが、パケット料金 (通信料金)は応募者負担となります。
◆携帯フォ トの部に限り、コンテスト事務局より作品受領のメールをお送りします。応募後5日 以内に作品受領のメー

ルが届かない場合は、お手数ですがコンテスト事務局までお問い合わせください。
※令和4年 8月 8日 (月 )～ 10日 (水)の 3日 間は館内設備′点検のため体館となります。この期間はご連絡が遅れますこと

をご了承 ください。

【作品の応募等コンテス トに関するお問合せ先】
全国コンテス ト事務局

〒162-0052東京都新宿区戸山1-22-1

全国障害者総合福祉センター(戸山サンライズ)内 コンテスト事務局

TEL:03‐ 3204‐ 361l   FAX:03‐ 3232-3621     E―mailicontest@abox3.so― net.neJp



「第 37回 障害者による書道 。写真全国コンテスト」 応募用紙
注 :※のついた項目は入賞時に公表させていただきます。

応募取 りまとめ等

協力機関名

※写真部門

参考データ

※作品制作時の状況 H工夫・作品の PR等、参考になる事項があればお書きください。 (書道部門 H写真部門いずれの応募者の方もご記入
ください。書道部門で、古典作品等の意味などがおわか りで したら、解説もお願いいた します。)

※入賞時に掲載する

障害の種類

障害者手帳の種類 と等級

(手帳に記載されている

とおりに記入してください)

フ リ ガ ナ

※作品の題名
(必ず題名をつけて

ください)

住所

フ リ ガ ナ

※氏  名

T

滋賀県障害者社会参加推進協議会 雲翠琴堅盈入丁目5‐≦品 電話(077)565‐4832  FAX(077)564-7“ユ

info@kenshinkyo―shiga.c甑

撮影地

肢体不 自由 日内部障害 日視覚障害 B聴覚障害 H音声言語機能障害 日知的障害 日精神障害 H難病 日その他 (

注 :入賞時に展示会等で公表可能な方は、該当箇所にOをつけてください (複数可)。 公表不可の方は記入なしで構いません。

)

精神障害者保健福祉手帳   (障 害の程度 ) 級

療育手帳 (障害の程度 )

身体障害者手帳 障害名 ( ) 級

使用カメラ (メ ーカー・機種名 )

男

女

※年令

才

※

応募部門

使用 レンズ ロフィルム

※制作年月日

TEL
FAX

写 真 部 門

書 道 部 門

絞 り

f

平成 J令和

年 月 日

フリーの部 Bポー トレー トの部

露出

十

シャッタースピー ド

1/  秒

応募される部にOをつけてください

↓                     ↓

●応募の際は、この用紙をコピー してご使用 いただけます。


