台中市第二十三回大墩美術賞展の公募事項
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一、目的：芸術品を創作するレベルを向上させ、国際文化の交流を促進することを目的とします。
二、共催機関：
（一）指導機関：文化部、台中市政府
（二）主催機関：台中市政府文化局、第二十三回大墩美術賞展実行委員会、台中市立美術館準備処
三、応募資格について：
（一）芸術活動において活躍した国内と海外の方。
（二）応募種別に拘らず、各種別の応募作品数は一人一点まで。但し、他人の作品を剽窃、模倣、盗用した
場合に、応募無効とします。また、今後三年間の応募は認められません。
（三）応募作品に関して、応募者本人が創作したものに限ります。公募活動において入賞作品(学校コンクー
ル不問)、入選作品（連続作品の一部作品含み）は、応募不可とします。ご了承ください。
四、応募作品種別と大きさ：
01、墨彩画：
応募作品に関して、135 センチ35 センチ以上の大きさに限ります（画像合成、大きめ図面印刷不可）。
額装と軸装を含めて大きさが 230 センチ150 センチを超える作品は無効とします。
02、書道：
対聯或いは中堂書きで 135 センチ35 センチ以上の大きさに限ります。額装と軸装を含めて大きさが
縦 230 センチ横 150 センチを超える作品は無効とします。
03、篆刻：
第五条「応募事項」に関する規定をご参考ください。
04、日本画：
50 号以上とします。額装を含めて 176 センチ142 センチを超える作品は無効とします。
05、油絵（平面複数素材を含む）：
50 号以上とします。額装を含め 176 センチ142 センチを超える作品は無効とします（画像合成、大き
め図面印刷不可）。
06、水彩（平面複数素材を含む。但し主要な素材は水彩で。）：
半切以上の大きさで、額装を含めて 176 センチ142 センチを超える作品は無効とします。
07、版画：
四切以上の大きさで、版数と署名を鉛筆で記載してください。額装を含めて 176 センチ142 センチを
超える作品は無効とします。
08、撮影作品：
額装する前、長辺は 24 インチ（61 センチ）から 30 インチ（76 センチ）までとし、また組写真は応募可能
とします。組写真を応募しない場合、応募する作品の他、撮影作品 3 枚（810 センチ）を参考の為に
応募する上、本作品を示してください。
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09、彫刻（立体複素材含み）：
高さ、幅さ、奥行きの合計は 440 センチを超える作品は無効とします（台座を含めて最大長辺は 240 セ
ンチを超えないこと)。重さは 200 キロ以上の作品なら、搬入、配置の作業は本人でご実行ください。な
お、作品梱包する際、運送用の丈夫な木箱をご利用ください。外装箱に、組み立て完了と展示の画像
をお貼り付けください。
10、工芸品：
材料不問、丈夫な木箱でご梱包やご運送ください。外装箱に組み立て完了と展示の画像をお貼り付け
ください。
a、平面作品：額装した場合に、高さ、幅さは 240 センチを超える作品は無効とします。
b、立体作品：高さ、幅さ、奥行の合計は 440 センチを超えることを無効とします。（台座を含めて最大長
辺は 240 センチを超えないこと)。織物の作品に関して、長さが 240 センチ以上と無効と
します（紙、板に仕上げた作品は平面作品の寸法と同じである）。崩れ易い作品は、固
定用のシートをベースにしてアクリルケースを入れ込んでください（高さ、幅さ、奥行は
20 センチ以下を無効とします）。
11、デジタルアート：第五条「応募事項」に関する規定をご参考ください。
※ 01～08 のジャンルについて、額装の状態でご出品ください。（ガラス額装の作品お断り致します。）
五、応募案内：
（一）一回目の審査：
応募書類と作品写真（画像）を揃えた後に、書留で「40701 台中市西屯区台湾大道三段 99 号恵中楼 8
階/ 台中市政府文化局 視覚芸術課」までご郵送ください。一回目の審査として封筒の表紙に「台中市
第二十三回大墩美術展○○ジャンル」をご記入ください。
1、応募書類：
応募情報を書類にご記入ください。応募作品の画像（デジタルアートジャンルは出力のフォト添付）
を入れてご発送ください。書類審査する際、資料不備、記入不完全の場合に、応募申込みをお断り
致します。
2、写真（画像）：
a、応募作品の写真（画像）810 インチ一枚（はっきりとした作品画像を応募シートにお貼り付けくだ
さい）。
b、篆刻ジャンルにおいて、遊印を主な形式にして 5 点から 10 点までの印影を 27 センチ39 セン
チの画仙紙に刷り移してご応募ください（側款印を加えることができます）。額装不要。画像不
要。
c、平面作品に関して、詳細（拡大）写真 810 インチ一枚をご添付ください。
d、撮影作品に関して局所拡大か、ソフトで加工処理可能です。但し長辺は 10 インチから 12 インチ
までとします。
e、工芸品、彫刻（立体複数素材含み）ジャンルは作品の天面、左面、右面、裏面などの角度で
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810 インチの画像各一枚をご添付ください。
f、デジタルアートジャンル：静態、動態、インタラクティブ等のデジタルアート作品を指す。CMYK カ
ラーモードで 300dpi/TIFF 或いは EPS の A3 出力以外に、応募作品のデジタルファイルか、読
み込み可能ファイルをご提出、また平面ジャンル以外の作品は、作品紹介の紙文書をご添付く
ださい。全ての資料やファイルを読み込み可能の形式でDVDに保存し、表に作品の名称と応募
者の氏名を記入した上でご提出ください。
3、応募資格に不適切な方と作品は審査不可とします。
4、応募資料、提出の画像資料、刷り写しの資料などを審査完了した後に、返却いたしませんので、資
料をご提出する前に、前もって写し本を用意してご保存ください。
5、応募申し込み用紙、案内書に関して、台中市政府文化局ホームページ
（http://www.culture.taichung.gov.tw/）をご利用ください。
（二）二回目の審査に関して：
原版作品を「40359 台中市西区英才路 600 号/台中市大墩文化センター」にご発送ください。
1、一回目の審査通過した入選リストに関して、台中政府文化局のホームページに掲載させていただき
ます。なお、合格通知書で原版作品のご提出と二回目審査のご案内を郵送でお知らせ致します。
2、篆刻ジャンルの作品に関して、印泥を用いて一枚の紙に 8 点から 12 点までの印影を作品とし、掛け
軸或いは額装で（横式の巻物不可。縁側間をご確保）、全数原版の印（箱入り保管）と一緒にご提出
ください。紙の大きさは 150 センチ45 センチ以内とします。
3、デジタルアートに関して：
a、デジタル画像の静態平面作品に関して、A0（118.8 センチ 84.1 センチ）size/300dpi/CMYK カ
ラーで出力して額装してご提出ください。TIFF か EPS 画像の電子ファイルの形式で完成品を入
力した DVD の表に作品名称と応募者の氏名をご記入ください。
b、動態デジタル作品に関して作品アピール情報を含めて１０分間以内の完成品デジタルファイル
を DVD の形式に焼き込んでご提出ください。但し、応募者の情報を掲示するを禁じることである。
中に、原始デジタルファイルと読み込みファイル両方ご提示ください。なお、作品の名称と氏名
をご記入ください。他の装置か写し出しの設備が必要の場合に、ご本人から設備を用意したほ
かに、審査に合わせて、作品ご配置ください。なお、ご利用スペースに関して高さ2.4.メートル
長さ 3 メートル  幅さ 3 メートル限定とします。
c、展示した際、展覧会の企画、展示効果を配慮するため、主催機関は、展示空間の調整権利を持
ちます。
4、応募の原版作品に関して、主催機関の一時保管表を大事にご保管ください。さらに、返送する際に、
保管証を提示してお引き受けください。入選リストの情報に関して台中市政府文化局ホームページ
にアップロード致します。主催機関から、正式に受賞通知書でお知らせ致します。
（三）大墩賞：
それぞれジャンルにおいて優勝者たちには、入賞作品の他に三点の参考作品をご提出ください。各
ジャンルの審査リーターによる選考のもと各ジャンルの優勝者たちから五名の大墩賞受賞者を決定し、
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表彰式において発表致します。入賞作品は台中市政府文化局に収蔵させて作品の所有権と著作権に
関して主催機関に帰属します。
六、応募情報と審査スケジュール：
アイテム

発送先、応募期間

返送時間

審査期間

一次審査

西暦 2018 年
四月一日（土曜日）から
四月十五日（土曜日）まで

二次審査

西暦 2018 年
落選者の作品返却に関して：
六月八日（ 金曜日） か ら
西暦 2018 年
六月十日（日曜日）まで
六月二十九日（金曜日）から 六月中旬
午前九時から午後五時まで
六月三十日（土曜日）まで
台中市大墩文化センター
午前九時から午後五時まで
大墩ギャラリー（一）

返却致しません。コピーして
五月上旬
自分でご保管ください。

西暦 2018 年
七月二十日（金曜日）から
大墩賞の審 七月二十一日（土曜日）まで

査

午前九時から午後五時まで

備考
郵送日付により、審査受け取り。
締め切りに遅れた場合に、審査をお断り致す

規定期間に合わせて搬入と返却作品の受け取
りをご実行ください。本人から、搬入と返却作
品の受け取りを実行できない方、或いは、主催
機構に返却代行させる方は、平面額作品に関
して、正面にアクリルを裏面に木材を入れてご
保護ください。立体作品に関して、丈夫な木箱
に入れてご梱包ください。運送途中で損壊が

別途でご連絡致します

七月下旬

発生した場合に、応募者のご負担となります。
締め切り過ぎた場合に、主催機関から処分権

台中市大墩文化センター
大墩ギャラリー（一）

利を実行致します。

七、お問い合わせ：ご不明な事が有りました場合に、電話番号 04-22289111 内線 25213 張にご連絡ください。
八、奨励に関して：
（一）大墩賞：各ジャンルの優勝者から最優秀作品の五名を決定致します。最優秀の優勝者は台湾元 12 万
の奨励金を獲得するできるほかに、収蔵奨励金、台湾元 12 万（税金含み）、トロフィー、賞状、
収蔵証明書の三点を獲得致します。
（二）各ジャンルの一位：一名様、奨励金台湾元 12 万（税金込み）、賞状一枚、メダル一枚を獲得します。
（三）各ジャンルの二位：一名様、奨励金台湾元 8 万（税金込み）、賞状一枚、メダル一枚を獲得します。
（四）各ジャンルの三位：一名様、奨励金台湾元 5 万（税金込み）、賞状一枚、メダル一枚を獲得します。
（五）各ジャンルの優秀入選：一名様から四名様（合計 34 様以下）まで、奨励金は一万五千元（税金込み）、
賞状を獲得します。
（六）各ジャンルの佳作賞：何名様、賞状一枚を獲得します。
（七）以上の受賞者は、主催機関の 23 回「大墩美術賞展」記念図録を獲得します。
（八）以上の各ジャンルの優秀入選以上の受賞作品は、西暦 2019 年に、海外へ出展しなければなりませ
ん。
九、受賞作品展示に関して：
（一）展示期間：西暦 2018 年 11 月 10 日（土曜日）から 11 月 28 日（水曜日）まで。
（二）主催地：台中市大墩文化センター（大墩ギャラリー一～三、五～六と動力空間）住所：台中市西区英才
路 600 号。
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（三）作品返却期間：西暦 2018 年 11 月 30 日（金曜日）から 12 月 1 日（土曜日）まで。
（四）展示の安全性を確保するために、主催機関は、作者自らが作品を設置して頂く、或いは、作品を展示
しないと決める権利があります。
十、表彰式：
（一）日付：西暦 2018 年 11 月 10 日（土曜日）午後
（二）場所：台中市中山堂
十一、権利と責任に関して：
（一）主催機関は、応募者の資料と出品に関して、教育をはじめ、研究、展覧、撮影、宣伝、結果 DVD、アピ
ールなど、ホームページに公開させる所有権を持ちます。そして、時間、場所、回数、方法に拘らず、
受賞者は、主催機関に著作者人格権を放棄する事を承諾しなければなりません。
（二）二次審査と大墩賞審査において、入選作品を郵便発送か宅急便で発送する場合に、改めて確実に梱
包した後にご発送ください。その他に、万が一、運送途中に損傷が発生した場合に、入選者のご負担
となります。主催機関は補償いたしかねます。改めてご了承ください。
（三）入選以上の作品は、応募資格に不適切なことが発生した場合に、主催機関は該当資格を取り消し、奨
励金（賞金、トロフィー、メダル、賞状など）を返還させる上に著作者が全ての法律責任を負わなけれ
ば成りません。
（四）主催機関は、出品の保管義務の責任を負いますが、素材が脆く全体具合が悪く、構造装置の不良で、
開梱作業の図面を貼り付けなかった等により、開梱時に、損傷が発生するか、不可抗力による運送中
の損傷が発生するか、賠償責任から免れます。
（五）保険：有効期間は応募作品が主催機関に届く時から、返還の締切日まで。
1、二次審査を実行する前に、主催機関は入選作品に最大賠償金額台湾元2 万元の保険をお掛け致し
ます。
2、二次審査を終了した後に、三位までの作品に最大賠償金額台湾元 10 万元の保険、優秀賞と入選作
品に最大賠償金額台湾元 5 万の保険、落選の作品に最大賠償金額台湾元 2 万元の保険をお掛け
致します。賠償した場合に掛けた保険金で賠償上限とする。
（六）応募により、応募者は本公募事項の記載事項を全て承諾したものとみなします。
（七）大墩賞の収蔵された作品に関して、該当著作者が原版作品保証書をご提出ください。
十二、その他：
（一）応募作品は同時に他のコンクールに参加する場合に、万が一、両方とも受賞したならば、主催機関は
該当資格を取り消させていただくことをご了承ください。
（二）国内の各ジャンルの優秀入選以上の受賞者は、桃園（含み）の北方以上、台南（含み）の南方以降に
住む場合、表彰式に参加する方に、主催機関が表彰式当日の宿泊無料招待をご提供致します。
（三）海外と中国に住む、各ジャンルの三名までの受賞者は、表彰式に参加する方に、三泊四日の宿泊無
料招待をご提供致します。
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（四）大墩賞選考のためにご提出くださった参考作品と、海外と中国からの応募作品（原版作品）は、主催機
構が返送にかかる費用をご負担致します。
十三、本公募事項に関して、記載されなかった事項があれば、主催機関は実行委員会の許可を得て、随時修
正または補正し、ホームページ/最新情報にアップロード致します。どうぞご利用ください。
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