
平成２６年７月吉日 
 

各	 位 
 

公益財団法人日本手工芸作家連合会 
 

公募「第４７回創作手工芸展」作品ご応募のご案内 
 
拝啓	 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素は、当連合会の活動に多大なご理解、ご支援を賜り、心より厚くお礼申し

上げます。 
 
	 さて、本年も、当連合会主催の公募「第４７回創作手工芸展」を、東京都美

術館におきまして、１１月８日（土）より１５日（土）までの８日間に亘って

開催させていただく運びとなりました。 
 
つきましては、今年も皆様方から多数の作品をご応募賜りたく、別紙（１～

４頁）にて作品ご応募の詳細をとりまとめさせていただきましたので、奮って

ご応募くださいますよう心よりお待ち申し上げております。 
敬具 

	  



1. 公募	 創作手工芸展の開催概要 

名	 称 第 47回創作手工芸展 
会	 期 平成 26年 11月 8日(土)～11月 15日(土) 
開催時間	 等 午前 9時 30分から午後 5時 30分まで。(但し入場は午後 5時まで) 

但し、 終日 11月 15日(土)のみは以下の通りとなります。 
l 入場は午後 0時 30分まで 
l 午後 1時閉会 
l 午後 1時 10分から搬出開始 

会	 場 東京都美術館	 ギャラリーC	 (東京都台東区上野公園 8－36) 
JR山手線上野駅	 公園口出口より徒歩 7分 
東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅 7番出口	 徒歩 10分 
京成電鉄上野駅	 徒歩 10分 

主	 催 公益財団法人日本手工芸作家連合会 
後	 援 文部科学省	 読売新聞社	 (昨年度実績)	 東京都（申請中） 
主催者の 
活動目的・特色 

手工芸に関する調査研究ならびに知識・技術の普及および教育の事業を行

い、生活文化の向上に寄与することを目的としております。 
また、手工芸の水準を高めるべく、技能に応じた資格を授与する認定制度

も実施しております。 
審査員 
(五十音順) 

大矢	 紀	 氏	 (公益財団法人日本美術院同人) 
(公益財団法人川崎市文化財団理事) 

小笠原	 小枝	 氏	 (日本女子大学名誉教授	 東京国立博物館客員研究員) 
田口	 義明	 氏	 (漆芸作家・東北芸術工科大学非常勤講師	 紫綬褒章受章) 
鶴岡	 真弓	 氏	 (多摩美術大学芸術学科教授	 芸術人類学研究所・所長) 
花村	 邦昭	 氏	 (公益財団法人日本手工芸作家連合会長) 

審査日 平成 26年 10月 31日(金) 
審査結果 審査終了後、11月 1日(土)付でご本人に通知いたします 
賞 文部科学大臣賞	 東京都議会議長賞	 大妻コタカ賞 

日本手工芸作家連合会長賞	 審査委員長賞	 新人賞 
奨励賞	 佳作	 特別賞(協賛会社) 
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2. 作品を応募いただく際のご案内事項 

募集作品 未発表の手工芸作品 
入選入賞作品については、当会のホームページ・機関誌にて、作品を撮影

した写真画像を使用させていただく場合がありますのでご了承ください。 
募集期間 平成 26年 8月 1日(金)～10月 15日(水) 
出品料 一般 ¥13,000	 会員 ¥11,000	 学生 ¥5,000 
出品手続き ①出品のお申込み 

・所定の出品申込書に必要事項をご記入ください 
・出品作品のカラー写真 L 版 1枚、裏面に氏名と題名を記入し、出品申込
書に貼付して本連合会事務所へご郵送下さい。 

②出品料のお支払い 
・出品料は下記のゆうちょ銀行(郵便局)口座へご送金下さい。 
	 	 ゆうちょ銀行口座番号	 ：	 00100-5-85006 
	 	 加	 入	 者	 名	 	 	 	 ：	 公益財団法人日本手工芸作家連合会 
・お支払いは同封の「払込取扱票」をご利用ください。なお、同票右欄に

ある「振替払込請求書兼受領証」をもって、領収証にかえさせていただ

きます。 
・払込期限	 10月 15日(水) 

作品規格 ・サイズ 
	 壁面(屏風を含む)・平面・立体ともに、 
	 180 cm x 180 cm x 奥行 90cm以内 
・重量 
	 木枠も含み重量 50kg以内 
・その他の制限事項 
	 壊れやすいもの・生木・生花は不可 

展示用器具に 
関する 
お問い合わせ 

展示用器具を必要とされる方は各自でご用意ください。但し、業者との相

談を必要とされる方は下記に直接お問合せ下さい。 
業者名	 （株）牧野商会 
所在地	 〒110-0016 東京都台東区台東 1-3-2 
TEL    03-3832-7713 
FAX    03-5816-3077 
eメール msa@onyx.dti.ne.jp 
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作品の搬入 ※東京都美術館の規定により、宅配便による搬入はできません。 
つきましては、搬入方法は以下の 2つのいずれかでご対応ください。 

1. 直接手持ち搬入の場合 
	 ・場所	 東京都美術館	 地下 3階	 第 1作業室 B 
	 	 	 	 	 搬入は美術館裏側	 搬入口より 
	 ・住所	 〒110-0007 東京都台東区上野公園 8-36 
	 ・TEL	 03-3823-6921  FAX  03-3823-6920 
	 ・搬入日時	 平成 26年 10月 30日(木)	 午前 9時 30分～午後 4時 
 
2. 搬入代行をご利用の場合 
＊	 直接手持ち搬入が難しい方は、下記記載の牧野商会による東京都美術

館への搬入代行をご利用ください。 
＊	 業者への送料および搬入出代行料は自己負担になります。 
	 	 搬入出の金額については各自(株)牧野商会へお問い合わせくださいま

すようお願いいたします。 
 
・送り先	 (株)牧野商会	 横川倉庫 
・住所	 〒130-0003	 東京都墨田区横川 1-1-10 
	 	 	 	 鈴木興産 25B倉庫 
・TEL／FAX	 03-3626-1066 
・eメール	 msa@onyx.dti.ne.jp 
・送付期限	 平成 26年 10月 25日(土) 
・送付時のご注意	 添付用紙 B票を箱に貼ってご送付ください。 

作品の搬出 ※搬出方法につきましても以下の 2つのいずれかでご対応ください。 
1. 手持ち搬出の場合 
	 ・日時	 平成 26年 11月 15日(土)	 午後 1時～5時 
	 ・場所	 東京都美術館	 ギャラリーC 
 
2. (株)牧野商会にご依頼の場合	 展覧会終了後、順次返送されます。 
	 TEL  03-3832-7713  FAX  03-5816-3077 
	 eメール  msa@onyx.dti.ne.jp 

事故対策 破損の恐れのあるものには、保険をおかけください。 
尚、保険費用は自己負担でお願いいたします。 

選外作品の搬出 平成 26年 11月 1日(土) 
選外作品については、(株)牧野商会より委託返送されます。(着払い) 
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3. 創作手工芸展実施期間中のイベントのご案内 

講評表彰式式典

並びに懇親会 
【創作手工芸展講評表彰式】 
平成 26年 11月 14日(金)	 午後 3時 15分～午後 4時 45分 
場所	 東京都美術館 1F講堂 
【懇親会】 
平成 26年 11月 14日(金)	 午後 5時～午後 6時 30分 
場所	 東京都美術館 1階	 レストラン	 IVORY(アイボリー) 
費用  一般・会員	 ¥6,000 

学生	 	 	 	 ¥3,000 
払込期限	 平成 26年 11月 6日(木) 
払込先	 ゆうちょ銀行口座番号	 00100-5-85006 
        加入者名	 公益財団法人日本手工芸作家連合会 
払込方法	 同封の「払込取扱票」をご利用ください。なお、同票右欄にあ

る「振替払込請求書兼受領証」をもって、領収証にかえさせて

いただきます。 

 

4. お問い合わせ先(申込書送付先) 

お問い合わせ先

及び申込書の 
ご送付先 

公益財団法人日本手工芸作家連合会	 事務所 
〒101-0052 
東京都千代田区神田小川町 3-6-10 MOビル 407号室 
TEL  03-5282-5141  FAX  03-5282-5140 
eメール	 info@syukogei-sakka.or.jp 
電話でのお問い合わせ：月・水・金	 午前 10時～午後 4時 

 
以	 上 
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