
 

 
 
 

平成 29 年 7 月 19 日 

 

第 7回筑波銀行絵画コンクール「未来のまちアート」実施のお知らせ 

 

 

筑波銀行（頭取：藤川 雅海、本店：茨城県土浦市）は、平成 29年 7月 20 日（木）より第 7回筑波

銀行絵画コンクール「未来のまちアート」を実施しますのでお知らせいたします。 

 地域の子供たちに地元の良さを再発見してもらうことを目的に毎年実施しているもので、最優秀賞作

品は数量限定の筑波銀行現金封筒デザインに採用されます。詳しくは当行ホームページまたは店頭窓口

にてお問合せください。ご応募をお待ちしております。 

 

記 

 

応募期間 平成 29 年 7 月 20 日（木）～9月 8日（金） 

応募テーマ わたしが住みたい ゆめのまち 

受賞発表 平成 29 年 11 月 6 日（月） 

※ホームページへの掲載および受賞者へ通知書を郵送 

応募対象者 （１）未就学児の部   未就学のお子さま 

（２）小学校低学年の部 小学校 1年～3年のお子さま 

（３）小学校高学年の部 小学校 4年～6年のお子さま 

※茨城県もしくは筑波銀行本支店の近郊にお住まいで上記の方（国籍不問） 

賞区分 【最優秀賞】    各部門 1名（計 3名） 

【優秀賞】     各部門 2名（計 6名） 

【入賞】      各部門 3名（計 9名） 

【審査員特別賞】  各部門 1名（計 3名） 

【ホームページ賞】 全部門１名 

【筑波賞】     全部門 10 名 

【ギャラリー賞】  全部門 100 名 

記念品 【最優秀賞】    図書カード＋表彰状＋記念品 

【優秀賞】     図書カード＋表彰状＋記念品 

【入賞】      図書カード＋表彰状＋記念品 

【審査員特別賞】  図書カード＋表彰状＋記念品 

【ホームページ賞】 図書カード＋表彰状＋記念品 

【筑波賞】     図書カード＋表彰状＋記念品 

【ギャラリー賞】  記念品 

その他 全応募作品が当行ホームページに掲載されます。 

また、全受賞作品を展示したギャラリー展を予定しております。 

詳しくは応募期間終了後、当行ホームページ上にて順次ご案内させていただ

きます。 

 

以上 

 

 
報道機関のお問合せ先 

筑波銀行 総合企画部広報室 檜山  内線３７３０ 

℡ ０２９－８５９－８１１１ 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



後援：茨城県教育委員会、一般社団法人茨城県私立幼稚園・認定こども園連合会

※賞品の受け渡しについては、受賞決定後ご本人さまに直接ご連絡いたします。
※「ホームページ賞」に限り、他の賞に重複して受賞される場合がございます。
※賞品の受け渡しについては、受賞決定後ご本人さまに直接ご連絡いたします。
※「ホームページ賞」に限り、他の賞に重複して受賞される場合がございます。

●最優秀賞…………各部門１名（計３名）
　10,000円分図書カード＋表彰状＋記念品
●優秀賞……………各部門２名（計６名）
　5,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●入賞………………各部門３名（計９名）
　2,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 

●最優秀賞…………各部門１名（計３名）
　10,000円分図書カード＋表彰状＋記念品
●優秀賞……………各部門２名（計６名）
　5,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●入賞………………各部門３名（計９名）
　2,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 

●審査員特別賞……各部門１名（計３名）
　2,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●ホームページ賞………………全部門１名
　2,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●筑波賞………………………全部門10名
　1,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●ギャラリー賞………………全部門100名
　記念品 

●審査員特別賞……各部門１名（計３名）
　2,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●ホームページ賞………………全部門１名
　2,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●筑波賞………………………全部門10名
　1,000円分図書カード＋表彰状＋記念品 
●ギャラリー賞………………全部門100名
　記念品 

応募
期間

2017.7.20木 ▼9.8金2017.7.20木 ▼9.8金〈当日消印有効〉〈当日消印有効〉

1951年、山口県生まれ。元東京都現代美術館学芸員。「佐藤
慶太郎と上野の美術館」、「北斎と波の伊八」、「鞍馬天狗と菜
香亭」など知られざる美術秘話の発掘に挑戦。テレビ、ラジ
オ出演や舞台トークなど、幅広い分野で活躍。大人が子ども
に学ぶ「放課後の学校クラブ」（水戸浜田小）や「筑波大学
病院アート」、「子どもアートラウンジ」など地域社会を豊かに
するアート・プロジェクトに取り組んでいらっしゃいます。

1951年、山口県生まれ。元東京都現代美術館学芸員。「佐藤
慶太郎と上野の美術館」、「北斎と波の伊八」、「鞍馬天狗と菜
香亭」など知られざる美術秘話の発掘に挑戦。テレビ、ラジ
オ出演や舞台トークなど、幅広い分野で活躍。大人が子ども
に学ぶ「放課後の学校クラブ」（水戸浜田小）や「筑波大学
病院アート」、「子どもアートラウンジ」など地域社会を豊かに
するアート・プロジェクトに取り組んでいらっしゃいます。

筑波大学　名誉教授筑波大学　名誉教授
齊藤 泰嘉（さいとうやすよし）齊藤 泰嘉（さいとうやすよし）

1963年、東京生まれ。'87年より建築設計の業界から、ペーパー
イラストレーターとしてフリーに。大胆なデフォルメで存在感のあ
る完全立体のクラフトを中心に制作。TV チャンピオン（テレビ
東京）で第４～６回「ペーパークラフト王選手権」で連続優勝し、
見事殿堂入りを果たす。著書に、自ら編み出した大熊流ペーパー
クラフトテクニックを図判豊富に解説した「カミワザペーパークラ
フト」（講談社刊）がある。現在つくば市にアトリエをお持ちです。

1963年、東京生まれ。'87年より建築設計の業界から、ペーパー
イラストレーターとしてフリーに。大胆なデフォルメで存在感のあ
る完全立体のクラフトを中心に制作。TV チャンピオン（テレビ
東京）で第４～６回「ペーパークラフト王選手権」で連続優勝し、
見事殿堂入りを果たす。著書に、自ら編み出した大熊流ペーパー
クラフトテクニックを図判豊富に解説した「カミワザペーパークラ
フト」（講談社刊）がある。現在つくば市にアトリエをお持ちです。

ペーパーイラストレーターペーパーイラストレーター
大熊 光男（おおくまみつお）大熊 光男（おおくまみつお）

特別審査員

第7回 筑波銀行絵画コンクール第7回 筑波銀行絵画コンクール

未来のまちアート未来のまちアート
わたしが住みたい ゆめのまちわたしが住みたい ゆめのまちわたしが住みたい ゆめのまち応募テーマ：応募テーマ：応募テーマ：わたしが住みたい ゆめのまち応募テーマ：

絵 画 作 品 募 集 開催！WEB
ギャラリー
筑波銀行
詳しくはホームページで詳しくはホームページで

全応募作品が筑波銀行ホームページに！全応募作品が筑波銀行ホームページに！

（41）29. 7. 232

詳しい内容は裏面をご覧ください

平成29年７月７日現在



ふりがな

E -m a i l

年　齢 学　年 部門（該当する部門に○をしてください）

作品説明（50字程度）（※代筆される場合も必ずご本人
　のコメントをご記入ください）

生徒児童
氏　　名
保 護 者
氏　　名

歳

〒
題名：

未就学児 小学生
低学年

小学生
高学年

□新聞（　　　新聞）　　　□雑誌（　　　　　）　　　□ＤＭ　　　□チラシ　　　□ホームページ　　　□その他（　　　　　）

都・道・府・県 市・郡・区・町・村
ー

年

生徒児童
住　　所

コンテストを
知った理由

幼稚園・保育園含む 小学生（１～３年生） 小学生（４～６年生）

自宅TEL 自宅FAXー ー ー ー

キリトリ線

山折り 山折り 山折り

※この部分に、のりをつけて、作品のウラ面下部に貼り付けてください
この用紙は必要に応じてコピーしてご使用ください

のりしろ のりしろのりしろ

「わたしが住みたい ゆめのまち」応募作品シート

①ご応募作品は、入落選の結果に関わらずご返却できません。予めご了承ください。
②お送りいただいた個人情報は、主催者及び報道機関が本コンテストを取材し、広報活動等のメディア露出の為に、受賞者の作品、お名前、年齢、
所属団体、居住エリア等を使用することがございます。使用範囲は、筑波銀行ホームページ及び筑波銀行が許可をしたホームページ、リー
フレット、テレビ、ラジオ、新聞等での報道等になります。作品の応募時点で、本人及び保護者の同意、承諾とさせていただきます。予め
ご了承ください。
　また、お送りいただいた個人情報は、適切な方法にて管理し、【同意事項】に記載の目的以外に応募者に了承なく、第三者に開示提供したり、
二次利用すること等は、一切ございません。

※この用紙は、必要に応じてコピーしてご使用ください 事務局記入欄　受付№

絵画作品募集

□上記【同意事項】に同意いたします。
※同意をいただきましたご確認として□に「　」をご記入願
います。なお、幼稚園等、団体で送付される場合は保護
者の方へ事前にご連絡をお願いいたします。

【用紙と画材】
　用紙サイズは、画用紙八つ切サイズ（392mm×271mm）とします。尚、描いていただく用紙は、紙媒体を原則とします。使用する画材は自由です。
　※規定サイズより大きい画用紙でご応募いただいた場合、筑波銀行ホームページで実施する「WEBギャラリー」に作品を掲載できませんのでご
注意ください。

　※受賞作品は筑波銀行のノベルティ品等にお名前とあわせて作品を掲載させていただきますので、ご注意願います。
　※コンピュータグラフィックでの作品制作は対象外とさせていただきます。
【応募対象者】
　茨城県もしくは筑波銀行本支店の近郊にお住まいまたは、在学中の以下の方。（国籍不問）
　•未就学児の部（幼稚園・保育園児を含む未就学児童）　　•小学生低学年の部（１～３年）　　•小学生高学年の部（４～６年）
【作品送付先】
　未来のまちアート　事務局　〒300-0847　茨城県土浦市卸町2-6-6（㈱横山印刷内）　　 ：0120-211031　FAX：029-830-4736
【応募方法】
　作品の裏面に本チラシ下部の「応募作品シート」を貼り付けていただき、上記「作品送付先」までご郵送ください。郵送費は、応募者のご負担で
お願いいたします。
　※「応募作品シート」は、筑波銀行ホームページよりダウンロードいただくか、Ａ４サイズの用紙に、応募部門、題名、作品説明、郵便番号、住所、
電話番号、生徒児童氏名、年齢、学年、保護者氏名を直接明記していただいても構いません。いずれの場合も【同意事項】の記載内容について
承諾したものとします。http://www.tsukubabank.co.jp

　※応募者１人につき、複数作品の応募も可能です。
【受賞作品】
　受賞作品は、筑波銀行のノベルティ品等に企業イメージとして掲載させていただきます。
【発表】
　2017年11月６日（月）に、筑波銀行ホームページにて各部門の入賞者を発表いたします。
【同意事項】ここでいう「応募者」には保護者を含みます。
　•応募者の個人情報は、「筑波銀行絵画コンクール」に関する事業および市場調査ならびにデータ分析やアンケート実施等による金融商品やサー
ビスの研究や開発、ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案に使用させていただきます。

　•ご応募の際には、保護者の方の同意が必要となります。
　•お名前、年齢、所属団体、居住エリア等については、主催者及び事業委託業者、報道機関による本事業の取材、広報活動等の目的で、筑波銀行
が許可した各種メディア等で使用することがあります。

　•応募者は、作品を応募することによって、自己の個人情報が上記の範囲で利用されることについて、予め承諾したものとします。
　•応募作品について、第三者から権利侵害、損害賠償等の申出がなされたとしても、主催者、事業委託業者並びに後援団体が一切責任を負うもの
ではありません。

　•応募作品は返却いたしません。
　•応募作品は自作・未発表の個人の作品に限り、連名での応募はできません。
　•応募作品については一切の権利は主催者に帰属するものとします。
　•主催者が、公序良俗に反するもの、誹謗中傷、営利を目的とすると判断した内容の作品は審査対象にはなりません。
　•応募作品の公開の際には、主催者の判断により、応募作品の一部を加筆・修正する場合があります。
　•受賞の権利を第三者に譲渡又は換金することはできません。
　•受賞作品発表後であっても、応募の際に申し出いただいた応募者の情報に虚偽が含まれていた場合、当該受賞作品が発表済みあるいはオリジナ
ル作品でない等の事実が判明した場合や又はそのおそれがあると主催者が判断した場合、受賞を取り消すことがあります。

【主催者】株式会社　筑波銀行　地域振興部　TEL：029-859-8111【後援】茨城県教育委員会、一般社団法人茨城県私立幼稚園・認定こども園連合会
【事業委託】株式会社　横山印刷　〒300-0847　茨城県土浦市卸町2-6-6　　 ：0120-211031　FAX：029-830-4736
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