
萩 大 賞 展 Ⅵ
THE HAGI TAISHOU （GRAND PRIX） OF CONTEMPORARY CERAMICS Ⅵ

 萩大賞（副賞 100万円）
● 柏原美術館賞（副賞 20万円）
● 優 秀 賞（副賞５ 万円）  ● 審査員特別賞 ほか

2022年８月１日（月）～９月18日（日）
［日本時間 ９月18日（日）17：00まで］

展覧会会期 　2023年１月２日（月）～２月26日（日）
 　9：00～17：00（入場は16：30まで）

休　館　日 　１月10日（火）、１月16日（月）、１月23日（月）、１月30日（月）、
 　２月13日（月）、２月20日（月）

展覧会会場 　山口県立萩美術館・浦上記念館 陶芸館１階・２階展示室

審査員（予定、五十音順・敬称略）
榎本 徹 （可児市荒川豊蔵資料館特別顧問）、金子賢治 （茨城県陶芸美術館館長）、
後藤 修（山口県立萩美術館・浦上記念館学芸専門監兼学芸課長）
※第２次審査（2022年11月20日）は公開審査となります。詳細は内面をご参照ください。

主催/現在形の陶芸　萩大賞展Ⅵ実行委員会（山口県立萩美術館・浦上記念館、萩市、萩市教育委員会、萩市文化協会、萩陶芸家協会）
助成/カシワバラ・コーポレーション

第１次申込み受付期間



現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ

募集要項

主催/現在形の陶芸　萩大賞展Ⅵ実行委員会（山口県立萩美術館・浦上記念館、萩市、萩市教育委員会、萩市文化協会、萩陶芸家協会）
助成/ カシワバラ・コーポレーション
事務局/  〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1 山口県立萩美術館・浦上記念館内
メール hum19305@pref.yamaguchi.lg.jp
電  話 0838-24-2400  FAX 0838-24-2401 （お問い合わせは、９：00～17：00）

第21回国民文化祭・やまぐち2006において、過去最多の応募作品が寄せられた陶芸展を継承し、
萩焼400年の歴史を有する本県の陶芸分野の更なる振興を目的に、現在活動する陶芸家の作品公募展
｢現在形の陶芸 萩大賞展Ⅵ」を開催します。

1. 賞
 萩大賞（副賞 100万円） 　１名
 ※｢萩大賞」受賞作品は、主催者（現在形の陶芸 萩大賞

展Ⅵ実行委員会）に帰属します。また、受賞者を顕彰す
るとともに今後の作家活動を支援する目的で、山口県
立萩美術館・浦上記念館において、2024年度以降の
適当な時期に個展を開催する権利を付与します。

 柏原美術館賞（副賞 20万円） 　１名
優秀賞（副賞 ５万円） 　３名
審査員特別賞 若干名
佳　作 若干名

2. 応募資格： 不問
 ※海外在住者は、日本語または英語で手続きをすれば

応募できます。ただし、第２次審査に応募するには、日
本国内在住者を代理人とする必要があります。

3. 応募点数： １人１点

4. 応募作品規格
 A 陶磁器作品（寸法：高さ＋幅＋奥行の３辺の合計が

160㎝以内で、かつ一辺［一方向］の最長は80㎝以
内）とします。

 B 未発表作品に限ります。審査会以後に判明した場
合でも、入賞および入選を取り消します。

 C 搬入出、および展示上支障のないものに限ります。破
損しやすい作品は受付をお断りすることがあり、委託
輸送で応募された作品でも着払いで返送します。

 D 応募に伴う輸送および作品個別の展示に必要な特
殊用品に係る費用は応募者の負担とします。

 E 入賞および入選作品は本展覧会にて展示するほ
か、主催者が発行する印刷物やホームページなどに
掲載する権利、本展覧会広報のために第三者に提
供する印刷物や放映に係る使用の諸権利について
は、主催者にあることに同意したものとします。

5. 第1次審査の受付
 ① オンラインでの受付
 Ａ 受付期間
  2022年８月１日（月）～９月18日（日）
  ［日本時間９月18日（日）17：00まで］
 Ｂ 応募料金は必要ありません。
 Ｃ 申込み方法・あて先
  山口県立萩美術館・浦上記念館ホームページ

（https：//www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/）から
所定の書式をダウンロードし、必要事項を明記のう
え、件名を「萩大賞展応募」としたメールに添付し
て、下記あて先へ送信してください。なお、海外在住
者は日本語または英語で記入してください。

 D 第１次審査応募申込みのあて先：
  hum19305@pref.yamaguchi.lg.jp
 E 第１次審査提出物：出品申込書（様式１）１部、作品

のデジタル画像（３種<正面カット、裏面カット、細部
カット>）

  ◆デジタル画像（１枚あたり）：700×700ピクセル
　以上、1Mb以下のjpeg画像

 F 第１次審査の結果は、2022年10月３日（月）～10月

 D 応募作品には、正面・天地が判別できるように「正
面シール（様式４）」を貼ってください。

 E 諸事項は、記入漏れのないよう、楷書で丁寧に記
入してください。なお、海外在住者は日本語または
英語で記入してください。

 F （様式２）～（様式５）はホームページ
  （https://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/）

からダウンロードもできます。

 ③ 搬入期日、搬入場所および手続き
 A ⑴持参、または⑵委託輸送にての搬入とします。
 B 搬入の際には、安全確保について十分な措置（梱

包等）をしてください。
 C 作品の受理以前の損傷について、主催者は関知し

ません。
 D 搬入期日は、次の通りです。
  ⑴持参する場合
  2022年11月19日（土）９：00～15：00
  ⑵委託輸送による場合
  11月19日（土）の「午前中」指定送付。（元払い運

送保険付で、外箱には「取扱注意」「ワレモノ注意」
「天地無用」などの表示札を貼ってください。）

  なお、海外在住者は、日本国内在住の代理人から
の受付のみとなります。

 E 搬入場所は、山口県立萩美術館・浦上記念館本
館2F展示室

  （〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1、電話
0838-24-2400）。

 F ⑴の持参搬入に際しては、係員の指示にしたがって
ください。

 ④ 搬出期日、搬出場所および手続き
 A 搬出期日：
  第２次審査選外作品
  2022年11月27日（日）・28日（月）９：00～15：00
  入賞・入選作品
  2023年３月５日（日）・６日（月）９：00～15：00
 B 搬出場所：
 ① 本人引取りによる搬出の場合は、山口県立萩美術

館・浦上記念館における展示場所にて、係員立ち
会いのもと、作品預かり証と引き替えに作品返却
をします。また、②委託輸送による搬出希望の場合
は、輸送料着払いで、事務局が指定する宅配業者
に依頼します。なお、美術品輸送ではありません。

7. 第2次審査会（公開審査）
 日時：2022年11月21日（月）
 審査10：00～12：00
 結果発表・質疑応答13：00～14：00
 会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 本館2F展示室
 審査員（予定、五十音順・敬称略）：
 榎本徹（可児市荒川豊蔵資料館特別顧問）、金子賢治
（茨城県陶芸美術館館長）、後藤修（山口県立萩美術

館・浦上記念館学芸専門監兼学芸課長）
 第２次審査会を公開します。第２次審査応募者で傍
聴をご希望の方は、当日9：30までに、上記会場受付に
お集まりください。傍聴者による質疑応答の時間（当日
の13：00～14：00を予定）を設けます。

 第２次審査の結果は、2022年11月29日（火）～12月
２日（金）の期間に、第２次審査応募者全員に対して
連絡します。

8. 開会式・表彰式および講評会
 日時：2023年１月７日（土）
 開会式・表彰式15：00～15：30
 講評会15：30～16：30
 会場：山口県立萩美術館・浦上記念館
 本館講座室（開会式・表彰式）、陶芸館展示室（講評会）

展覧会会期：2023年１月２日（月）～２月26日（日）
休　館　日：１月10日（火）、１月16日（月）、１月23日（月）、１月30日（月）、

２月13日（月）、２月20日（月）
開 館 時 間：９：00～17：00（入場は16：30まで）
展覧会会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 陶芸館１階・２階展示室

9. 注意事項
 ・諸事項は、記入漏れのないよう、記入してください。記

入漏れのある場合は申込みを受理しません。
 ・応募作品については、損害賠償責任保険（最高責任

賠償額30万円。万一の損害に対する保険金の算定
は加入保険会社の査定に基づく）に加入など、誠意
を持って保管管理を行いますが、不可抗力による損
傷、紛失または輸送中の損傷については、主催者は
責任を負いません。

 ・搬入出、および展示上支障のないものに限ります。破
損しやすい作品は受付をお断りすることがあり、委託
輸送で応募された作品でも着払いで返送します。

 ・搬入の際には、安全確保について十分な措置（梱包
等）をしてください。作品の受理以前の損傷について、
主催者は関知しません。

 ・委託輸送による搬出希望の場合は、輸送料着払い
で、事務局が指定する宅配業者に依頼します。なお、
美術品輸送ではありません。

８日（土）までに、第１次審査オンライン応募者全員に
対してメールで連絡します。

 ②郵送での受付
 Ａ 受付期間
  2022年８月１日（月）～９月18日（日）［期間内必着］
 B 応募料金は必要ありません。
 C 海外在住者は日本語または英語で記入してくださ

い。
  第１次審査応募申込みのあて先：
  〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1
  萩大賞展Ⅵ実行委員会事務局宛
  第１次審査提出物：出品申込書（様式１）１部、作品

のデジタル画像（データサイズなどについては「①オ
ンラインでの受付」の「Eの◆デジタル画像」に同じ）
を入力したCD-RもしくはDVD-R、84円切手を貼付
した返信用封筒（長３定型封筒）１通

 D 第１次審査の結果は、2022年10月３日（月）～10月
８日（土）に、第１次審査郵送応募者全員に対して
返信用封筒にて連絡します。なお、返信用封筒のあて
名部分には応募者本人（日本国外在住者は、国内
代理人）の氏名、住所を記載してください。

6. 第2次審査の受付
 ① 対象作品と応募料金
 A 第１次審査通過作品に限ります。
 B 応募料金：5,000円
  2022年10月11日（火）～11月10日（木）に、郵便振

替で事前納入してください。その際、通信欄に搬入
方法（持参、委託輸送の別）をご記入ください。一旦
納入された応募料金は払い戻しをしません。なお、
海外在住者は日本国内在住の代理人を通して払い
込んでください。その際、応募者本人の氏名は、通信
欄にご記入ください。

  口座名義：山口県立萩美術館・浦上記念館
  口座番号：01320-7-112747
  ※応募料金のほか、振込料金がかかる場合は、

　応募者の負担となります。

 ② 手続書類
 A オンラインで申込みの場合は、第１次審査の結果通

知メールに氏名、作品名、受付番号を本文に記載
し、郵便振替受領証のスキャンデータを添付のうえ
ご返信ください。

 B 郵送で申込みの場合、「振替払込受領証の写し貼
付欄（様式２）」に郵便振替受領証の写しを貼付、
必要事項を記入のうえ、封筒に入れて、2022年10
月11日（火）～11月10日（木）（期間内必着）までに、
事務局あてに郵送してください。

 C 応募作品の裏面には「審査用作品ラベル（様式３）」
を、また梱包物の外箱上面には「外装貼付用作品ラ
ベル（様式５）」と応募作品の写真（正面から写した
もの１枚）を貼付してください。



1. 賞
 萩大賞（副賞 100万円） 　１名
 ※｢萩大賞」受賞作品は、主催者（現在形の陶芸 萩大賞

展Ⅵ実行委員会）に帰属します。また、受賞者を顕彰す
るとともに今後の作家活動を支援する目的で、山口県
立萩美術館・浦上記念館において、2024年度以降の
適当な時期に個展を開催する権利を付与します。

 柏原美術館賞（副賞 20万円） 　１名
優秀賞（副賞 ５万円） 　３名
審査員特別賞 若干名
佳　作 若干名

2. 応募資格： 不問
 ※海外在住者は、日本語または英語で手続きをすれば

応募できます。ただし、第２次審査に応募するには、日
本国内在住者を代理人とする必要があります。

3. 応募点数： １人１点

4. 応募作品規格
 A 陶磁器作品（寸法：高さ＋幅＋奥行の３辺の合計が

160㎝以内で、かつ一辺［一方向］の最長は80㎝以
内）とします。

 B 未発表作品に限ります。審査会以後に判明した場
合でも、入賞および入選を取り消します。

 C 搬入出、および展示上支障のないものに限ります。破
損しやすい作品は受付をお断りすることがあり、委託
輸送で応募された作品でも着払いで返送します。

 D 応募に伴う輸送および作品個別の展示に必要な特
殊用品に係る費用は応募者の負担とします。

 E 入賞および入選作品は本展覧会にて展示するほ
か、主催者が発行する印刷物やホームページなどに
掲載する権利、本展覧会広報のために第三者に提
供する印刷物や放映に係る使用の諸権利について
は、主催者にあることに同意したものとします。

5. 第1次審査の受付
 ① オンラインでの受付
 Ａ 受付期間
  2022年８月１日（月）～９月18日（日）
  ［日本時間９月18日（日）17：00まで］
 Ｂ 応募料金は必要ありません。
 Ｃ 申込み方法・あて先
  山口県立萩美術館・浦上記念館ホームページ

（https：//www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/）から
所定の書式をダウンロードし、必要事項を明記のう
え、件名を「萩大賞展応募」としたメールに添付し
て、下記あて先へ送信してください。なお、海外在住
者は日本語または英語で記入してください。

 D 第１次審査応募申込みのあて先：
  hum19305@pref.yamaguchi.lg.jp
 E 第１次審査提出物：出品申込書（様式１）１部、作品

のデジタル画像（３種<正面カット、裏面カット、細部
カット>）

  ◆デジタル画像（１枚あたり）：700×700ピクセル
　以上、1Mb以下のjpeg画像

 F 第１次審査の結果は、2022年10月３日（月）～10月

 D 応募作品には、正面・天地が判別できるように「正
面シール（様式４）」を貼ってください。

 E 諸事項は、記入漏れのないよう、楷書で丁寧に記
入してください。なお、海外在住者は日本語または
英語で記入してください。

 F （様式２）～（様式５）はホームページ
  （https://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/）

からダウンロードもできます。

 ③ 搬入期日、搬入場所および手続き
 A ⑴持参、または⑵委託輸送にての搬入とします。
 B 搬入の際には、安全確保について十分な措置（梱

包等）をしてください。
 C 作品の受理以前の損傷について、主催者は関知し

ません。
 D 搬入期日は、次の通りです。
  ⑴持参する場合
  2022年11月19日（土）９：00～15：00
  ⑵委託輸送による場合
  11月19日（土）の「午前中」指定送付。（元払い運

送保険付で、外箱には「取扱注意」「ワレモノ注意」
「天地無用」などの表示札を貼ってください。）

  なお、海外在住者は、日本国内在住の代理人から
の受付のみとなります。

 E 搬入場所は、山口県立萩美術館・浦上記念館本
館2F展示室

  （〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1、電話
0838-24-2400）。

 F ⑴の持参搬入に際しては、係員の指示にしたがって
ください。

 ④ 搬出期日、搬出場所および手続き
 A 搬出期日：
  第２次審査選外作品
  2022年11月27日（日）・28日（月）９：00～15：00
  入賞・入選作品
  2023年３月５日（日）・６日（月）９：00～15：00
 B 搬出場所：
 ① 本人引取りによる搬出の場合は、山口県立萩美術

館・浦上記念館における展示場所にて、係員立ち
会いのもと、作品預かり証と引き替えに作品返却
をします。また、②委託輸送による搬出希望の場合
は、輸送料着払いで、事務局が指定する宅配業者
に依頼します。なお、美術品輸送ではありません。

7. 第2次審査会（公開審査）
 日時：2022年11月21日（月）
 審査10：00～12：00
 結果発表・質疑応答13：00～14：00
 会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 本館2F展示室
 審査員（予定、五十音順・敬称略）：
 榎本徹（可児市荒川豊蔵資料館特別顧問）、金子賢治
（茨城県陶芸美術館館長）、後藤修（山口県立萩美術

館・浦上記念館学芸専門監兼学芸課長）
 第２次審査会を公開します。第２次審査応募者で傍
聴をご希望の方は、当日9：30までに、上記会場受付に
お集まりください。傍聴者による質疑応答の時間（当日
の13：00～14：00を予定）を設けます。

 第２次審査の結果は、2022年11月29日（火）～12月
２日（金）の期間に、第２次審査応募者全員に対して
連絡します。

8. 開会式・表彰式および講評会
 日時：2023年１月７日（土）
 開会式・表彰式15：00～15：30
 講評会15：30～16：30
 会場：山口県立萩美術館・浦上記念館
 本館講座室（開会式・表彰式）、陶芸館展示室（講評会）

9. 注意事項
 ・諸事項は、記入漏れのないよう、記入してください。記

入漏れのある場合は申込みを受理しません。
 ・応募作品については、損害賠償責任保険（最高責任

賠償額30万円。万一の損害に対する保険金の算定
は加入保険会社の査定に基づく）に加入など、誠意
を持って保管管理を行いますが、不可抗力による損
傷、紛失または輸送中の損傷については、主催者は
責任を負いません。

 ・搬入出、および展示上支障のないものに限ります。破
損しやすい作品は受付をお断りすることがあり、委託
輸送で応募された作品でも着払いで返送します。

 ・搬入の際には、安全確保について十分な措置（梱包
等）をしてください。作品の受理以前の損傷について、
主催者は関知しません。

 ・委託輸送による搬出希望の場合は、輸送料着払い
で、事務局が指定する宅配業者に依頼します。なお、
美術品輸送ではありません。

８日（土）までに、第１次審査オンライン応募者全員に
対してメールで連絡します。

 ②郵送での受付
 Ａ 受付期間
  2022年８月１日（月）～９月18日（日）［期間内必着］
 B 応募料金は必要ありません。
 C 海外在住者は日本語または英語で記入してくださ

い。
  第１次審査応募申込みのあて先：
  〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1
  萩大賞展Ⅵ実行委員会事務局宛
  第１次審査提出物：出品申込書（様式１）１部、作品

のデジタル画像（データサイズなどについては「①オ
ンラインでの受付」の「Eの◆デジタル画像」に同じ）
を入力したCD-RもしくはDVD-R、84円切手を貼付
した返信用封筒（長３定型封筒）１通

 D 第１次審査の結果は、2022年10月３日（月）～10月
８日（土）に、第１次審査郵送応募者全員に対して
返信用封筒にて連絡します。なお、返信用封筒のあて
名部分には応募者本人（日本国外在住者は、国内
代理人）の氏名、住所を記載してください。

6. 第2次審査の受付
 ① 対象作品と応募料金
 A 第１次審査通過作品に限ります。
 B 応募料金：5,000円
  2022年10月11日（火）～11月10日（木）に、郵便振

替で事前納入してください。その際、通信欄に搬入
方法（持参、委託輸送の別）をご記入ください。一旦
納入された応募料金は払い戻しをしません。なお、
海外在住者は日本国内在住の代理人を通して払い
込んでください。その際、応募者本人の氏名は、通信
欄にご記入ください。

  口座名義：山口県立萩美術館・浦上記念館
  口座番号：01320-7-112747
  ※応募料金のほか、振込料金がかかる場合は、

　応募者の負担となります。

 ② 手続書類
 A オンラインで申込みの場合は、第１次審査の結果通

知メールに氏名、作品名、受付番号を本文に記載
し、郵便振替受領証のスキャンデータを添付のうえ
ご返信ください。

 B 郵送で申込みの場合、「振替払込受領証の写し貼
付欄（様式２）」に郵便振替受領証の写しを貼付、
必要事項を記入のうえ、封筒に入れて、2022年10
月11日（火）～11月10日（木）（期間内必着）までに、
事務局あてに郵送してください。

 C 応募作品の裏面には「審査用作品ラベル（様式３）」
を、また梱包物の外箱上面には「外装貼付用作品ラ
ベル（様式５）」と応募作品の写真（正面から写した
もの１枚）を貼付してください。



1. 賞
 萩大賞（副賞 100万円） 　１名
 ※｢萩大賞」受賞作品は、主催者（現在形の陶芸 萩大賞

展Ⅵ実行委員会）に帰属します。また、受賞者を顕彰す
るとともに今後の作家活動を支援する目的で、山口県
立萩美術館・浦上記念館において、2024年度以降の
適当な時期に個展を開催する権利を付与します。

 柏原美術館賞（副賞 20万円） 　１名
優秀賞（副賞 ５万円） 　３名
審査員特別賞 若干名
佳　作 若干名

2. 応募資格： 不問
 ※海外在住者は、日本語または英語で手続きをすれば

応募できます。ただし、第２次審査に応募するには、日
本国内在住者を代理人とする必要があります。

3. 応募点数： １人１点

4. 応募作品規格
 A 陶磁器作品（寸法：高さ＋幅＋奥行の３辺の合計が

160㎝以内で、かつ一辺［一方向］の最長は80㎝以
内）とします。

 B 未発表作品に限ります。審査会以後に判明した場
合でも、入賞および入選を取り消します。

 C 搬入出、および展示上支障のないものに限ります。破
損しやすい作品は受付をお断りすることがあり、委託
輸送で応募された作品でも着払いで返送します。

 D 応募に伴う輸送および作品個別の展示に必要な特
殊用品に係る費用は応募者の負担とします。

 E 入賞および入選作品は本展覧会にて展示するほ
か、主催者が発行する印刷物やホームページなどに
掲載する権利、本展覧会広報のために第三者に提
供する印刷物や放映に係る使用の諸権利について
は、主催者にあることに同意したものとします。

5. 第1次審査の受付
 ① オンラインでの受付
 Ａ 受付期間
  2022年８月１日（月）～９月18日（日）
  ［日本時間９月18日（日）17：00まで］
 Ｂ 応募料金は必要ありません。
 Ｃ 申込み方法・あて先
  山口県立萩美術館・浦上記念館ホームページ

（https：//www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/）から
所定の書式をダウンロードし、必要事項を明記のう
え、件名を「萩大賞展応募」としたメールに添付し
て、下記あて先へ送信してください。なお、海外在住
者は日本語または英語で記入してください。

 D 第１次審査応募申込みのあて先：
  hum19305@pref.yamaguchi.lg.jp
 E 第１次審査提出物：出品申込書（様式１）１部、作品

のデジタル画像（３種<正面カット、裏面カット、細部
カット>）

  ◆デジタル画像（１枚あたり）：700×700ピクセル
　以上、1Mb以下のjpeg画像

 F 第１次審査の結果は、2022年10月３日（月）～10月

 D 応募作品には、正面・天地が判別できるように「正
面シール（様式４）」を貼ってください。

 E 諸事項は、記入漏れのないよう、楷書で丁寧に記
入してください。なお、海外在住者は日本語または
英語で記入してください。

 F （様式２）～（様式５）はホームページ
  （https://www.hum.pref.yamaguchi.lg.jp/）

からダウンロードもできます。

 ③ 搬入期日、搬入場所および手続き
 A ⑴持参、または⑵委託輸送にての搬入とします。
 B 搬入の際には、安全確保について十分な措置（梱

包等）をしてください。
 C 作品の受理以前の損傷について、主催者は関知し

ません。
 D 搬入期日は、次の通りです。
  ⑴持参する場合
  2022年11月19日（土）９：00～15：00
  ⑵委託輸送による場合
  11月19日（土）の「午前中」指定送付。（元払い運

送保険付で、外箱には「取扱注意」「ワレモノ注意」
「天地無用」などの表示札を貼ってください。）

  なお、海外在住者は、日本国内在住の代理人から
の受付のみとなります。

 E 搬入場所は、山口県立萩美術館・浦上記念館本
館2F展示室

  （〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1、電話
0838-24-2400）。

 F ⑴の持参搬入に際しては、係員の指示にしたがって
ください。

 ④ 搬出期日、搬出場所および手続き
 A 搬出期日：
  第２次審査選外作品
  2022年11月27日（日）・28日（月）９：00～15：00
  入賞・入選作品
  2023年３月５日（日）・６日（月）９：00～15：00
 B 搬出場所：
 ① 本人引取りによる搬出の場合は、山口県立萩美術

館・浦上記念館における展示場所にて、係員立ち
会いのもと、作品預かり証と引き替えに作品返却
をします。また、②委託輸送による搬出希望の場合
は、輸送料着払いで、事務局が指定する宅配業者
に依頼します。なお、美術品輸送ではありません。

7. 第2次審査会（公開審査）
 日時：2022年11月21日（月）
 審査10：00～12：00
 結果発表・質疑応答13：00～14：00
 会場：山口県立萩美術館・浦上記念館 本館2F展示室
 審査員（予定、五十音順・敬称略）：
 榎本徹（可児市荒川豊蔵資料館特別顧問）、金子賢治
（茨城県陶芸美術館館長）、後藤修（山口県立萩美術

館・浦上記念館学芸専門監兼学芸課長）
 第２次審査会を公開します。第２次審査応募者で傍
聴をご希望の方は、当日9：30までに、上記会場受付に
お集まりください。傍聴者による質疑応答の時間（当日
の13：00～14：00を予定）を設けます。

 第２次審査の結果は、2022年11月29日（火）～12月
２日（金）の期間に、第２次審査応募者全員に対して
連絡します。

8. 開会式・表彰式および講評会
 日時：2023年１月７日（土）
 開会式・表彰式15：00～15：30
 講評会15：30～16：30
 会場：山口県立萩美術館・浦上記念館
 本館講座室（開会式・表彰式）、陶芸館展示室（講評会）

9. 注意事項
 ・諸事項は、記入漏れのないよう、記入してください。記

入漏れのある場合は申込みを受理しません。
 ・応募作品については、損害賠償責任保険（最高責任

賠償額30万円。万一の損害に対する保険金の算定
は加入保険会社の査定に基づく）に加入など、誠意
を持って保管管理を行いますが、不可抗力による損
傷、紛失または輸送中の損傷については、主催者は
責任を負いません。

 ・搬入出、および展示上支障のないものに限ります。破
損しやすい作品は受付をお断りすることがあり、委託
輸送で応募された作品でも着払いで返送します。

 ・搬入の際には、安全確保について十分な措置（梱包
等）をしてください。作品の受理以前の損傷について、
主催者は関知しません。

 ・委託輸送による搬出希望の場合は、輸送料着払い
で、事務局が指定する宅配業者に依頼します。なお、
美術品輸送ではありません。

８日（土）までに、第１次審査オンライン応募者全員に
対してメールで連絡します。

 ②郵送での受付
 Ａ 受付期間
  2022年８月１日（月）～９月18日（日）［期間内必着］
 B 応募料金は必要ありません。
 C 海外在住者は日本語または英語で記入してくださ

い。
  第１次審査応募申込みのあて先：
  〒758-0074 山口県萩市平安古町586-1
  萩大賞展Ⅵ実行委員会事務局宛
  第１次審査提出物：出品申込書（様式１）１部、作品

のデジタル画像（データサイズなどについては「①オ
ンラインでの受付」の「Eの◆デジタル画像」に同じ）
を入力したCD-RもしくはDVD-R、84円切手を貼付
した返信用封筒（長３定型封筒）１通

 D 第１次審査の結果は、2022年10月３日（月）～10月
８日（土）に、第１次審査郵送応募者全員に対して
返信用封筒にて連絡します。なお、返信用封筒のあて
名部分には応募者本人（日本国外在住者は、国内
代理人）の氏名、住所を記載してください。

6. 第2次審査の受付
 ① 対象作品と応募料金
 A 第１次審査通過作品に限ります。
 B 応募料金：5,000円
  2022年10月11日（火）～11月10日（木）に、郵便振

替で事前納入してください。その際、通信欄に搬入
方法（持参、委託輸送の別）をご記入ください。一旦
納入された応募料金は払い戻しをしません。なお、
海外在住者は日本国内在住の代理人を通して払い
込んでください。その際、応募者本人の氏名は、通信
欄にご記入ください。

  口座名義：山口県立萩美術館・浦上記念館
  口座番号：01320-7-112747
  ※応募料金のほか、振込料金がかかる場合は、

　応募者の負担となります。

 ② 手続書類
 A オンラインで申込みの場合は、第１次審査の結果通

知メールに氏名、作品名、受付番号を本文に記載
し、郵便振替受領証のスキャンデータを添付のうえ
ご返信ください。

 B 郵送で申込みの場合、「振替払込受領証の写し貼
付欄（様式２）」に郵便振替受領証の写しを貼付、
必要事項を記入のうえ、封筒に入れて、2022年10
月11日（火）～11月10日（木）（期間内必着）までに、
事務局あてに郵送してください。

 C 応募作品の裏面には「審査用作品ラベル（様式３）」
を、また梱包物の外箱上面には「外装貼付用作品ラ
ベル（様式５）」と応募作品の写真（正面から写した
もの１枚）を貼付してください。



審査用作品ラベル（様式３）
作
品
名
受
付
番
号

外装貼付用作品ラベル（様式５）

作 品 名

氏　　名

受付番号

や箱ルーボンダ、にもとと真写てっ取り切。すで用箱木・箱ルーボンダ ）注（
木箱の上面に貼付してください。

、に面内は碗茶（面裏品作、てっ切でミサハ ）注（  
茶入は側面に。高台部分は不可）にそれぞれ 
貼付してください。

面正品作はルーシ面正  ）注（
に貼付してください。

※太線内の受付番号欄は記入しないでください。

現在形の陶芸　萩大賞展Ⅵ　出品申込書　（様式1）

正面シール
（様式４）

天

地

受付番号 NO.
搬出方法（いずれかを○で囲んでください。記入がない場合、Bとみなします）

A. 搬出日に応募者が直接引き取る。
B. 主催者指定の業者にて着払い返送（応募者負担）

氏　　名

（ふりがな） 生年月日 （西暦）　　　年　　月　　日生　（　　　歳）

現・所属団体と
その役職

現住所等
〒
e-mail アドレス（パソコン）
TEL　　　　-　　　　-　　　　　　　　　　FAX　　　　-　　　　-

受賞・入賞歴など　※記入例：日本伝統工芸展入選○回、日陶展入選○回など。具体的に記入してください。

作 品 名
（ふりがな）

作品の
大きさ

縦（高さ） 径（幅）

cm cm

奥行き 個数 制作年月

cm

材質・技法
焼成方法
焼成温度
木箱・作品の
傷の有無

材質＝  
技法＝  
焼成方法＝　　　　　  窯
焼成温度＝約　　　　  度

木　箱

有 ・ 無
作品傷

有 ・ 無
作品の自己申告価格（保険による補償は１点30万円まで）

円

１．楷書で丁寧に記入してください。諸事項が未記入のものは、受け付けない場合があります。
２．搬出日に引き取らない場合、作品の一時倉庫保管または作品処分などいずれも有料となります。
３．受付番号欄には記入しないでください。

。いさ下てけつを○らたしまりあが報情いなくしほてし表公、中目項の下以。すまりあが合場るす表公を報情人個の者選入・賞入 ．４
　　①生年月日　　②住所（但し、掲載は都道府県、国外在住の方は国名のみです。）　③受賞・入賞歴

（注）

氏名（署名）
本人・代理人 印

［振替払込受領証の写し貼付欄］
（様式２）

氏　名 作品名 受付番号



[新山口駅から］
●直行バス「スーパーはぎ号」(約60分)
で萩・明倫センター下車、徒歩約5分
●防長バス(約95分)で萩バスセンター
下車、徒歩約12分

[山口宇部空港から][萩・石見空港から]
●萩近鉄タクシー(乗合タクシー)約70～80分
(利用前日までに要予約)

■交通アクセス

[JR山陰本線]
●JR萩駅から萩循環まぁーるバス（西回り）約30分
●JR東萩駅から萩循環まぁーるバス（東回り）約30分
●JR玉江駅から徒歩約20分

[自動車]
●「中国自動車道」美祢東JCT経由、「小郡萩道路」
絵堂ICから約20分

●「山陰自動車道」三見ICから約10分、国道191号沿い


