
令和 2 年 9 月 1 日 
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事務局展覧会担当 藤井 龍仙 

 

第 74 回書道芸術院展出品要項 

 

今年はコロナウィルス感染拡大の影響により書道展は軒並み中止や延期となり、大きな

作品を書く機会を逸したためか、例年にはない感覚に戸惑っています。 

さて、今年最初の全国展であった日展と秋季展の出品作業も終了し、いよいよ、書道芸

術院展の作品制作時期になりました。今回は 74 回展となります。 

当会では下記要領で例年通り山陰支局経由で出品する予定でおりますので、よろしく願

い申し上げます。 

なお、今回水茎会からは、事務局藤井が無鑑査審査副主任、高岡さんが一般公募審査事

務を担当します。是非ともご出品いただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

今後の予定(山陰支局確認済） 

 一般･無鑑査･審査会員候補･審査会員 
古城園添削会：9 月 11 日(金)、9 月 25 日(金)、10 月 9 日(金)、 

：10 月 23 日(金)、11 月 13 日(金) 

鳥取添削会：10 月 25 日(日)、11 月 1 日(日) 

広島練成会：11 月 15 日(日)13 時～20 時：緑井集会所・大ホール 

広島限界締切：11 月 15 日(金)※練成会持参(出品券/出品作品締切) 

鳥取決定会：11 月 22 日(日) 

 

手本が必要な方は、手本を書いてほしい方に直接ご相談ください。 

手本代目安は一般 5000 円、無鑑査 8000 円、審査会員候補 10000 円です 

手本代は直接揮毫者にお支払ください。 

  

郵送添削を希望される方は郵送添削 1 回につき 3000 円と作品を同封して投函して下さい 

添削者： 

  藤井龍仙  〒731-0103 広島市安佐南区緑井 4-23-11（返信用封筒は不要です） 

 

出品に関するお問い合わせは、070-4308-2861 藤井までお願いします。 

 

なお、今回は鳥取への越県遠征を控えるため、事務局のみが遠征します。 



一般公募の方(※本紙サイズ＝紙の最大) 
作品サイズ：25cm×176cm(細長い) 

 ：35cm×136cm(半切です) 

 ：65cm×86cm(2 尺強 3 尺弱です) 

初めて出品される 30 歳未満と 70 歳以上の方は免許証などの年齢証明書類必要です。 

 

無鑑査の方(※本紙サイズです) 
作品サイズ：46cm×167cm(本紙サイズです枠寸ではありません 1.5 尺×5.5 尺) 

  ：86cm×86cm(本紙サイズです枠寸ではありません 3 尺×3 尺より 5cm 小) 

 

審査会員候補の方(※額枠の大きさ) 
作品サイズ：61cm×182cm(枠寸法ですので紙は 4cm 以上小さくします) 

      毎日展公募、会友と同じ大きさです。(全紙、四三でも可能です) 

 

審査会員の方（※額枠の大きさ） 

作品サイズ：61cm×242cm(枠寸法)、四尺×四尺、3.5 尺×4.5 尺 

 

手数料の入金先 
 郵便振替 01390-7-100470 粋仙会（スイセンカイ） 

古城園でのみ現金支払いを受け付けます。 

 払込金額 下表参照 

 

種別 一般公募 
30 歳未満 
70 歳以上 

一般公募 無鑑査 審査会員 
候補 

審査会員 

出品料 3,000 7,000 年会費に含む 年会費に含む 年会費に含む 

鳥取諸費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

広島事務費 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 

遠征諸費 0 10,000 16,000 16,000 16,000 

出品票 
事務局保有 
手書き 

事務局保有 
手書き 

院より 
自宅郵送 
プレ印刷 

院より 
自宅郵送 
プレ印刷 

院より 
自宅郵送 
プレ印刷 

表装代 
入賞者のみ 
後日請求 

入賞者のみ 
後日請求 

後日各自へ

業者請求 
後日各自へ

業者請求 
後日各自へ

業者請求 

 

※今回は実験的に大幅値下げしています。 

 

水茎会会員社中の生徒さんが出品される場合は広島事務費と遠征諸費は不要です。 

例：70 歳以上初出品＝7,000 円、55 歳初出品＝11,000 円 

生徒さん用の案内も同封しておりますので、配布をお願いします。 

 



水茎会会員社中の生徒さんへ 
 

書道芸術院展は今年で 74回の歴史を持つ日本でも有数の書道展です。 

本展の特筆すべきは、漢字、かな、篆刻刻字、前衛、現代詩文書の 5分野を有している

点です。出品は全国から出品総数約 3000 点が集います。 

このご案内は、全国展に出品できる技量があると推薦できる方々に限定してお渡しする

よう水茎会員(先生各位)にお願いをしております。 

また、会員社中の生徒さんに関しては、遠征諸費と広島事務費を免除することにしまし

た。 

従って、出品される方の負担は出品料 7000 円＋諸費 4000 円＝11000 円(30 歳以上 70 歳未

満)となります。30歳未満と 70歳以上は 7000 円とさらに出品しやすくしました。 

出品の結果入賞すると別途表装代(１万円程度)が発生します。 

なお、強制出品ではありませんが、多少でも出品してみようかと思われた方、協力して

もよいとおっしゃる方は、教室で各先生までご一報くださいませ。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

出品作品サイズ(本紙) 

：25cm×176cm(本紙サイズです枠寸ではありません) 

 ：35cm×136cm(半切です) 

 ：65cm×86cm(2 尺強 3 尺弱です) 

 費用 

30 歳以 70 歳未満   ＝11000 円 

30 歳未満と 70歳以上＝7000 円 

  

詳細は各先生にご相談ください。 

 

以上です。 

 



粋仙会社中の皆さんへ展覧会出品のお願い 
 

今回ご案内する書道芸術院展は今年で 74 回の歴史を持つ日本でも有数の書道展です。 

本展の特筆すべきは、漢字、かな、篆刻刻字、前衛、現代詩文書の 5分野を有している

点です。出品は全国から出品総数約 3000 点が集います。 

このご案内は、全国展に出品できる技量と意欲があると私が判断した方だけに限定して

郵送しております。 

私の所属する水茎会会員はこの展覧会で諸費など 23000 円をお支払いいただいて出品を

継続しておりますが、水茎会会員の社中の生徒さんに関しては、遠征諸費 10000 円と広島

事務費 2000 円を免除することにしました。 

従って、出品される方の負担は出品料 7000 円＋諸費 4000 円＝11000 円(30 歳以上 70 歳未

満)となります。30歳未満と 70歳以上は 7000 円とさらに出品しやすくしました。 

出品の結果入賞すると別途表装代(１万円程度)が発生します。 

なお、強制出品ではありませんが、多少でも出品してみようかと思われた方、協力して

もよいとおっしゃる方は、教室で各先生までご一報くださいませ。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

出品作品サイズ(本紙) いずれも縦横自由です 

：25cm×176cm(本紙サイズです枠寸ではありません) 

 ：35cm×136cm(半切です) 

 ：65cm×86cm(2 尺強 3 尺弱です) 

 費用 

30 歳以 70 歳未満   ＝11000 円 

30 歳未満と 70歳以上＝7000 円(年齢を証明するもののコピーが必要です) 

入賞した際は別途表装代 1万円弱が必要です。 

  

締切 11 月 22 日(日)の直前の教室 

以上です。 

追伸：この案内を送った方々(50 音順) 

大坪美樹、金本美仙、島田春龍、松井邱仙、矢野司仙 の 5名です。 

 


