
枚方市 市民総合文化祭 ２０２１ 募集要項 
 

令和3年9月に開館する枚方市総合文化芸術センターで、日ごろの文化芸術活動の成果を発表してみませんか。ジ

ャンルごとに市民の文化芸術団体の協力を得て実施する「舞台部門」と、作品を美術ギャラリーに展示する「展示部門」、

また、講評会のある「短歌・俳句部門」があります。 

 

■ 日  程  令和3年（2021年）9月 11日（土）～9月23日（祝）の 13日間 

  ※展示部門の会期は 9月15日（水）～9月20日（祝） 

■ 会  場  枚方市総合文化芸術センター 本館 （京阪枚方市駅から北に徒歩5分） 

■ 主  催  枚方市市民総合文化祭実行委員会 

（枚方市／枚方市総合文化芸術センター指定管理者アートシティひらかた共同事業体も参画） 

■ ジャンル 【  舞 台 部 門  】 合唱、吹奏楽、人形劇、演劇、クラシック音楽、三曲、舞踊、落語 

【  展 示 部 門  】 絵画、書道、写真 

【 短歌・俳句部門 】 短歌、俳句 
 

【 舞台部門 】 

開催日 ジャンル 協力団体 会場 

９月１１日（土） 合唱 枚方合唱協会 関西医大 大ホール 

９月１２日（日） 舞踊 枚方市舞踊協会 関西医大 大ホール 

９月１２日（日） 演劇 枚方演劇連盟 関西医大 小ホール 

９月１８日（土） クラシック音楽 枚方演奏家協会・枚方演奏家クラブ 関西医大 小ホール 

９月１８日（土） 人形劇 枚方人形劇連絡会 ひらしん イベントホール 

９月１９日（日） 三曲 枚方三曲協会 関西医大 小ホール 

９月２０日（祝） 吹奏楽 枚方吹奏楽協会 関西医大 大ホール 

９月２３日（祝） 落語 なぎさの会 関西医大 小ホール 

 

【 展示部門 】 

開催日 分野 会場 募集内容 

９月１５日(水)～

２０日(祝) 

絵画 

ひらしん 

美術ギャラリー 

対象 16歳以上。油彩画・水彩画・日本画・水墨画等。 

額装含め縦・横ともに 85cm以内。約 80点程度。 

書道 
対象 16歳以上。漢字・かな・近代詩・小字数・篆刻等。 

額装・軸装含め縦 200cm×横 90cm以内。約 70点程度。 

写真 
対象 16歳以上。人物・風景・静物・海景等。 

額装含め縦・横ともに 50cm以内。約 100点程度。 

 

【 短歌・俳句部門 】 

詳細は、７月１日から配布する短歌・俳句部門の募集要項をご覧ください。 

 

 

 

展示部門 



市民総合文化祭 2021（美術ギャラリー部門） 

募集要項 

 

会  期   2021年 ９月 15日（水）～９月 20日 （月・祝） 6日間 

        10時～18時 【最終日は 16時まで】 

会  場   枚方市総合文化芸術センター ひらしん美術ギャラリー 

主  催   枚方市市民総合文化祭実行委員会 

（枚方市／枚方市総合文化芸術センター指定管理者アートシティひらかた共同事業体も参画） 

 

★応募資格  枚方市に在住、在職、在学の 16歳以上の方 

          下記の日時に作品搬入、および搬出ができる方 

                 

★搬入・搬出 搬入９月 11日（土）～13日（月） 搬出 9月 21日（火）～22日（水） 

※下記表の割当時間に創作活動室にお越しください。 

 

搬入 搬出 

 ９/11（土) 9/12（日） 9/13（月） 9/21（火） 9/22（水） 

絵画 10時～11時 11時半～12時半 14時～15時 14時～15時 14時～18時 

書道 11時半～12時半 14時～15時 10時～11時 15時～16時 14時～18時 

写真 14時～15時 10時～11時 11時半～12時半 16時～17時 14時～18時 

 

★出品料     無 料 

★申込期間    ７月 10日（土）から７月 31日（土）（31日必着） 

★作品の種別・サイズ 

 

絵画作品 技法・材料は問いません。（油彩画・水彩画・日本画・水墨画等） 

額装を含め「縦・横ともに 85ｃｍ以内」 

書道作品 漢字・かな・近代詩・小字数・篆刻等。 

                  軸装・額装含め「縦 200ｃｍ×横 90ｃｍ以内」 

写真作品  人物・風景・静物・海景等。 

        額装含め「縦・横ともに 50ｃｍ以内」 

 

★募 集 数   [絵画部門] 約 80点程度 [書道部門] 約 70点程度 [写真部門] 約 100点程度 

※ 応募者多数の場合は抽選となります。 

 抽選の実施にかかわらず、出展の可否につきましては、締切後、 

8月中旬までに詳細を含め書面にて通知いたします。 

  

★展示方法   受付番号順に展示。ただし作品の大きさ等により若干の変更有。 

展示部門 



★応募方法   申込用紙に必要事項をご記入の上、申込期間内に郵送、持参、FAXで 

事務局（枚方市総合文化芸術センター別館）へ。 

※FAX の場合は、翌日までに受付確認を返送します。 

返信がない場合は、ご確認ください。 

 

★提 出 先   枚方市市民総合文化祭実行委員会事務局 

（枚方市総合文化芸術センター指定管理者アートシティひらかた共同事業体） 

 

〒573－1191 

大阪府枚方市新町 2-1-5 

枚方市総合文化芸術センター別館 (旧メセナひらかた会館) 

「市民総合文化祭・ギャラリー部門」係 宛  

 

窓口受付時間： 午前９時３０分～午後８時 / 火曜休館  

ファクス： ０７２－８４３－５７００  

 

 ご注意  

※お申込みは、出品者本人、各ジャンル 1人 1 点に限ります。 

※壁面に展示できるように、額装・軸装し、つりひもをほどけないように強く張ってください。 

※作品搬入時に、こちらでご用意した受付票を添付していただきます。 

※展示は原則“二段掛け”になります。予めご了承ください。 

※作品の搬入・搬出は出品者が責任をもって行って下さい。  

※申込み内容（題名・サイズ等）に変更のある場合、キャンセルの場合は速やかに連絡してください。 

※正常な管理のもとで生じた作品の破損、紛失等について主催者はその責任を負いません。 

※展示にふさわしくない内容の作品は出品をご遠慮いただく場合がございます。 

※会場内は写真撮影可能となっております。ご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、検温とマスクの着用、手洗い、手指の消毒に 

ご協力ください。 

※37.5℃以上の発熱などの症状がある場合、入場をご遠慮いただきます。搬入、搬出時に症状の 

ある場合、お電話にてご相談ください。 

※天変地異、疫病等やむを得ない事情により、中止、変更の場合がございます。ご了承ください。 

※搬入時間帯以前および搬出時間帯以後に当ギャラリーで作品をお預かりすることはできません。 

※工芸作品の公募については、9 月 22 日（水）～27 日（月）開催の「第 24 回ひらかた工芸展」で募集します。 

 
 

《主  催》 枚方市市民総合文化祭実行委員会 

 

《問合せ》〒573-1191   

大阪府枚方市新町 2-1-5 

        枚方市総合文化芸術センター別館 

        担当：奧村、村崎 

      TEL : 072-843-5551  FAX : 072-843-5700 

      （電話問い合わせ：10時～20時 休館：火曜日） 



(フリガナ)

お名前 年齢
〒

（TEL） ※日中、連絡をとれる連絡先

ジャンル

タイトル

作品種別 (記入例：水彩・漢字・人物写真など)

大きさ (額装含む)

搬入出

搬入 9/11(土) 9/12(日) 9/13(月) 搬出 9/21(火) 9/22(水)

絵画 10時-11時 11時半-12時半 14時-15時 絵画 14時-15時 14時-18時

書道 11時半-12時半 14時-15時 10時-11時 書道 15時-16時 14時-18時

写真 14時-15時 10時-11時 11時半-12時半 写真 16時-17時 14時-18時

※ご記入いただいた個人情報は、本企画に関するものにのみ使用します。

※募集の詳細は別紙『募集要領』をご覧ください。

受付日 受付担当

市民総合文化祭　出品申込書

ギャラリー公募の部

ご希望の搬入出日を下記からお選びいただき、〇で囲んでください。

縦　　　　　　　　　　　　cm　　×　　横　　　　　　　　　　　　cm

住所

□絵画 □書道 □写真

申込日

　　　　　　月　　　　　　 日

連絡先

※書道作品をご出品される方は、軸装か額装か明記してください

展示部門


