
名　　　　称 第48回青枢展　（せいすうてん）

主　　　　旨 青枢会は「自由・平等・個性」を尊重し、現代の新しい芸術を創造する事を旨とする

主　　　　催 青枢会

後援（予定） 東京都

賞　（予定） 青枢大賞、文部科学大臣賞、東京都知事賞、都議会議長賞、松山庭園美術館賞、　

ターナー賞、クサカベ賞、審査員特別賞、パイオニアアート賞、ニューウェーブ賞、

テクニカルアート賞、ファンタジーアート賞、デジタルアート賞、ポップアート賞、

優秀賞、奨励賞、新人賞

審　　　　査 審査委員会

会　　　　場 東京都美術館(上野公園内)２Ｆ 第4展示場、〒110-0007 台東区上野公園8-36☎03-3823-6921

会　　　　期 2023年9月28日（木）～10月5日（木）、休館日 10/2(月)　、午前9時30分～午後5時30分

入場は午後5時まで　※最終日は午後2時まで、2時30分閉会

出品規定 〔応募資格〕　年齢・国籍・経歴は問いません

〔　テーマ　〕　自由　本展の主旨に合うもの

〔表現方法〕　主に壁面芸術作品（平面・レリーフ・立体・ｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ、など）

　　　　　　　　　　※立体作品はタテ・ヨコ：1m以内、高さ：1.8m以内、重量：300kg以内を目安とする。

　　　　　　　　　　　 展示委員の指示する場所に、作家本人が設置してください。

〔壁面割当〕　役員：横幅８ｍ以内、　会員・招待者：横幅６ｍ以内、　準会員：横幅４ｍ以内、

　　　　　　　　　（上記の割当は、額を含めた寸法で、　割当内で複数の作品展示も可能。）

注　　　　意 ①大きさ、材質、展示条件などで受付けない場合があります。

②額面にガラスを使用しないこと。アクリルは可。

③作品の取扱いは最善を尽くしますが、不可抗力の場合は責任を負いかねます。

④審査結果及び作品の配置陳列に対し異議申し立てる事は出来ません。

出品申込み 出品申込書の締め切り　8月末日　厳守してください。

出品申込書に必要事項を記入の上、事務局に郵送してください。

出　品　料 会員（役員・会員・準会員）の出品料は、図録掲載費および年会費：5千円を含む

役員：５万円/年、会員：4万円/年、準会員：2万5千円/年を、

5月31日までに必ず振り込んでください。

振込先　　ゆうちょ銀行　口座番号　00200-5-106120　青枢会（セイスウカイ）宛

（無料の振込用紙を使用のこと）

招待者の出品料　3年間は無料。　4年目から寄付金（１万円）を頂く。（図録１部進呈）

搬　　　　入 〔直接搬入〕　9月24日（日）　午前１０時～午後３時　東京都美術館　地下３階　第４作業室Ａ

　ポストカード撮影も同日行います。

　出品作品は東京都美術館裏側の搬入口より地下３階まで持参して下さい。

〔業者搬入〕　(株)牧野商会へ9月16日（土）必着で託送して下さい。

搬　　　　出 入選作品・選外作品共に、同じ日時、場所です。

〔日時〕　10月5日（木）　午後3時～午後5時 　

　　 　　　10月6日（金）　午前10時～午後3時、午後3時以降は(株)牧野商事預かり（有料）

〔場所〕　東京都美術館裏側の地下３階　青枢展受付に作品預証を持参し受取り

展　　　　示 9月27日（水）　午前9時30分～午後5時30分、展示委員の指示により会員全員で展示します。

入選・入賞 入選・入賞は9月28日（木）会場に掲示発表します。　　

講　評　会 9月30日（土） 午後2時～午後4時、２Ｆ 第4展示場にて（予定）

授賞式・懇親会 9月30日（土） 午後5時30分より受付、午後6時～午後8時頃まで（予定）

会場　上野精養軒　東京都美術館１階レストランサロン　☎03-5832-5101

会費　6千円（学生　5千円）

　　TEL　04-7176-4843 携帯　090-1039-7933

　　青枢会事務局　〒277-0042　千葉県柏市逆井3-25-8-110　滝澤照茂方

2023年　第48回青枢展　出品要項

会員（役員・会員・準会員）・招待者用
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2023年　第48回青枢展　出品申込書

※本票を 8月末日 までに、青枢会事務局へ郵送してください。
※雅号をお使いの方は、本名の記入もお願いします。

   2023年　第48回青枢展　作品預り証

□　参　加 □　不参加＜チャリティー作品出品＞

希望価格
（5,000円～20,000円）ＮＯ． 題　　名 サイズ

　　チャリティー作品出品への参加、よろしくお願いします。　以下、題名等は搬入時でも可。

－

－

会員（役員・会員・準会員）・招待者用

＜ＮＯ．記入例＞　・3点出品の場合　⇒　③－１　、　③－２　、　③－３

　　　　　　　　　　　　・組作品 1点（5枚の組作品）の場合　⇒　①－５

ＮＯ． 作　品　名

－

　□　個人で直接搬出 搬出予定日
※□に、レ点記入

□ 10/5（木） pm 3時～pm5時
□ 10/6（金） am10時～pm3時　□　業　者　搬　出

会員（役員・会員・準会員）・招待者用

搬入方法
※□に、レ点記入

　□　個人で直接搬入
詳細は、次ページ参照

　□　業　者　搬　入

　フリガナ

本名

　フリガナ

雅号

〒

作　品　名 サイズ

  招待 ・ 役員 ・ 会員 ・ 準会員  （〇で囲んでください）

ＮＯ． ジャンル

＜ＮＯ．記入例＞　・3点出品の場合　⇒　③－１　、　③－２　、　③－３

氏　名
本　名

雅　号

搬出方法
※□に、レ点記入

－

  招待 ・ 役員 ・ 会員 ・ 準会員  （〇で囲んでください）

油彩・日本画・水彩画・

ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ・他（　　　　）

Ｓ・Ｆ・Ｐ・Ｍ　 　　  号、　横 ・ 縦

縦　　　　　cm × 横　　　　　cm

搬出方法
※□に、レ点記入

　□　個人で直接搬出 搬出予定日
※□に、レ点記入

□ 10/5（木） pm 3時～pm5時
□ 10/6（金） am10時～pm3時　□　業　者　搬　出

－

　　　　　　　　　　　　・組作品 1点（5枚の組作品）の場合　⇒　①－５

氏
　
名

住
所

出品回数　：　　　　　　回　（今回を含む）
生年月日　：
電　　　話　：
携帯電話　：
メール　：

紹介者　：

－
Ｓ・Ｆ・Ｐ・Ｍ　 　　  号、　横 ・ 縦

縦　　　　　cm × 横　　　　　cm

Ｓ・Ｆ・Ｐ・Ｍ　 　　  号、　横 ・ 縦 油彩・日本画・水彩画・
縦　　　　　cm × 横　　　　　cm

油彩・日本画・水彩画・

ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ・他（　　　　）

ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｨｱ・他（　　　　）
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  搬入・搬出方法

　作品貼付用紙 ※雅号がある方は、本名の下に雅号も記載して下さい。

▼　作品の　前面右上　に貼る ▼　作品の 裏面右上 に貼る

本名 本名

雅号 雅号
作品名 作品名

本名 本名

雅号 雅号
作品名 作品名

本名 本名

雅号 雅号
作品名 作品名

＜注意＞　 １．用紙が不足の場合は、コピーして使って下さい。
２．作品の表面は、審査時に必要で、審査終了後は剝がします。
３．作品の裏面は、搬入搬出時に必要なので、剝がれないようにしっかり貼って下さい。

  2023年　第48回青枢展　図録写真掲載申込書

E－ｍａｉｌ

　掲載希望の写真（ポジ・ネガは、不可）を、この申込書と一緒に郵送してください。
＜注意事項＞ 　   １．サイズ　：　2L判（127mm×178mm）　または　L版（127mm×178mm）　

　   ２．写真の裏に、掲載名・本名、作品名、天地　を必ず記載すること。
　   ３．掲載する写真は、出品作品が望ましい。

：　2023年　8月末日　必着（郵送）　（注意：ＦＡＸは不可）

：　青枢会事務局　宛て

【作品画像をメールで送られる方】
　１．送付先　：　米谷会長のメールアドレス maitani_kazu@yahoo.co.jp
　２．申込み締切り　：　2023年　8月末日
　３．メールには、上記申込書の内容を明記のこと。

申込み締切り

申込書送り先

作品名 ジャンル
油彩・日本画・水彩・ﾐｸｽﾄﾒﾃﾞｲｱ

その他（　　　　　　　　　　　　）

住　所
〒

サイズ
 Ｓ・Ｆ・Ｐ・Ｍ　　　 号、　縦 ・ 横

縦　　　　　cm　× 横　　　　　cm

  招待 ・ 役員 ・ 会員 ・ 準会員 　（〇で囲んで下さい）
電話

掲載名

フリガナ

（本名　：　　　　　　　　　　　　　　　　）

第48回
青枢展

第48回
青枢展

作品NO.

－
作品NO.

－

第48回
青枢展

第48回
青枢展

作品NO.

－
作品NO.

－

会員（役員・会員・準会員）・招待者用

第48回
青枢展

作品NO.

－

第48回
青枢展

作品NO.

－

　■ 個人で直接搬入
9月24日（日）午前10時～午後３時　　東京都美術館　地下３階　青枢展受付
出品作品は東京都美術館　裏側の搬入口より地下3階まで持参して下さい。

　■ 業　者　搬　入

(株)牧野商会へ連絡の上、9月16日（土）必着で託送して下さい。
　※作品返送後、業者より請求がございます。
　※宅急便などで業者に送る方は、業者に対し搬入搬出代＋梱包代が掛かります。
(株)牧野商会　〒344-0063埼玉県春日部市緑町2-10-30、
　　　　　　　　　　TEL：048-736-9717　、FAX：048-736-9726
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