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令和４年度 事業計画 

１ 第77回福岡県美術展覧会「県展」                      

 主 催 / 第77回福岡県美術展覧会実行委員会     会 場 / 福岡県立美術館 
（福岡県立美術館・公益社団法人福岡県美術協会・西日本新聞社） 

 後 援 / 福岡市、福岡市教育委員会ほか       協 賛 / 株式会社 岩田屋三越 

 (1)会 期  

 

 

 

 

 

 

※各会期最終日の閉館時間は午後５時。 

(2)搬 入 

<公募の部> 

     書部門 

     業者搬入①出品申込書受付 ７月15日(金)～７月23日(土) 

         ②出品料受付・作品搬入(①で受付した作品のみ) ７月28日(木)・７月29日(金) 

個人搬入①出品申込書の受付 ７月23日(土)～７月24日(日) 

         ②作品搬入(①で受付した作品のみ）７月28日(木)・７月29日(金) 

     日本画・洋画・彫刻・工芸・写真・デザイン部門 

     ８月６日（土）・７日（日） 

※出品料 1点4,000円、同一部門2点目3,500円/高大生及び専門学校生 1点につき3,000円 

<会員の部>  

日本画部・洋画部・工芸部 各展覧会会期の前日の10時～12時 ※但し、工芸は10時～11時 

彫刻部 ９月４日(日)10時～12時 

書部   ９月２日(金)・９月３日(土)10時～17時  

写真部 ８月７日(日)10時～17時  

デザイン部  ８月７日(日)10時～12時 

※会員の出品申し込みは８月６日(土)＜但し写真部・デザイン部は７月29日(金)＞必着とし、 

申し込みの無い作品は受け付けない。 

※出品規定は応募要項参照。 

(3)賞 <公募の部>  全 18種の賞を 129作品に授与 

 <会員の部> 全 7種の賞を 17作品に授与 

 

(4)県展合評会 各会期の最終日午後２時より。ただし、第４期書は午前 11時より。 

 

(5)表彰式 10月２日(日) 14時 福岡リーセントホテル(福岡市東区) 

 

(6)巡回展（ブロック展）の開催 

  

 

 

 

 

 

 

 部  門 会期(令和４年) 

１期 彫刻・写真 ９月６日(火)～９月11日(日) 

２期 日本画・工芸・デザイン ９月13日(火)～９月19日(月・祝) 

３期 洋画 ９月21日(水)～９月25日(日) 

４期 書 ９月27日(火)～10月２日(日) 

会  期(令和４年) 部  門 会  場 

筑後展 10月 10日(月・祝)～10月 16日(日) 日本画・洋画・書・写真 大牟田文化会館 

筑豊展 
10月 18日(火)～10月 23日(日) 洋画 

嘉麻市立 
織田廣喜美術館 10月 25日(火)～10月 30日(日) 日本画・写真・デザイン 

11月 １日(火)～11月 ６日(日) 書 

宗像展 
11月 ８日(火)～11月 13日(日) 日本画・書 

宗像ユリックス 
11月 15日(火)～11月 20日(日) 洋画・写真 

北九州展 11月 30日(水)～12月 ４日(日) 全部門 北九州市立美術館 
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２ 県民美術啓発事業(2022福岡県シニア美術展)            
第22回福岡県ねんりんスポーツ・文化祭「2022福岡県シニア美術展」の開催 

(1)展示会場 福岡県立美術館 １・３階 

(2)展示期間 第１期【洋画・彫刻・工芸・デザイン】令和４年 10月 12日(水)～16日(日)  ５日間展示 

第２期【 日 本 画 ・ 書 ・ 写 真 】令和４年 10月 18日(火)～23日(日) ６日間展示 

 (3)主   催 福岡県・公益社団法人福岡県美術協会 
(4)申込期間 令和４年７月８日(金)～９月９日(金) 
(5)搬入日時  

日本画・書・写真 令和４年 10月３日(月)10時～15時 
10月４日(火)10時～12時 

  洋画・彫刻・工芸・デザイン 令和４年 10月５日(水)10時～15時 
10月６日(木)10時～12時 

(6)搬出日時 
  第１期 洋画・彫刻・工芸・デザイン 令和４年 10月 17日(月)10時～15時 

10月 18日(火)10時～15時 
第２期 日本画・書・写真           令和４年 10月 24日(月)10時～15時 

10月 25日(火)10時～15時 
(7)合評会(コロナ感染状況等によっては中止もあり得る。) 
  第 1期 洋画・彫刻・工芸・デザイン 令和４年 10月 12日(水)13時～14時 
                                     10月 15日(土)13時～14時 
    第２期 日本画・書・写真        令和４年 10月 18日(火)13時～14時 
                                      10月 22日(土)13時～14時 
(8)賞状伝達式(コロナ感染状況等によっては中止もあり得る。) 

第１期 洋画・彫刻・工芸・デザイン  令和４年 10月 15日(土)14時～15時 
      第２期 日本画・書・写真       令和４年 10月 22日(土)14時～15時 

(9)第 36回全国健康福祉祭鳥取大会美術展 2024年開催予定 
「2022福岡県シニア美術展」入賞作品各12点(デザイン部門を除く６部門各２点ずつ)を福岡県代表として出品。 

 

３ 各地区展への指導・助成                    

各市郡で実施予定の美術展に助成及び実施に協力、また地域の諸美術事業の後援 

 

第60回 北九州芸術祭総合美術展 第39回 糸島美術協会会員小品展他 第29回 行橋市美術展覧会 

第71回 大牟田美術展覧会 令和４年度 久留米市総合美術展 第66回 八女文化連盟総合美術展 

第55回 飯塚市美術展 令和４年度 公募 田川美術展 第34回 柳川市総合美術展 

第50回 糟屋地区美術展 第40回 大川市総合美術展 第52回 筑紫美術協会展 

令和４年度 朝倉市美術展 令和４年度 山田美術協会展

他 

第42 回 むなかた文化祭秋の美術

展 第20回 豊前市美術展 第75回 筑豊美術展 第42回 筑後市美術展 

第54回 福岡市美術展   

 

４ 美術教育関係への助成・後援                  

小学校および中学校の県レベルの美術展の助成、高等学校、大学等が行う美術展の後援 

「令和４年度 福岡県小学校児童画作品展」主催 福岡県小学校図画工作教育研究会                                                                             
        

「第 32回 福岡県中学校美術展」   主催 福岡県中学校美術教育研究会 
 

 

５ 外部美術展等への後援    

申請のあった団体には規程に基づき行う。 
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６ 美術の普及振興(会員作品展の開催)                
  2022北九州地区会員秀作展 
  美術協会の目的である会員相互の研鑽と親和、更に地域の美術文化の普及振興の為に、1996 年(平成
８年)筑後地区から始めた会員秀作展も三巡目となり、筑後展、筑豊展を終え、令和４年６月７日～６月
12 日に「2022 北九州地区会員秀作展」を北九州市立美術館分館において開催することとなり、実行委
員会が中心となり出品依頼、協賛依頼等準備を進めている。今後も会員相互の連携を図り、内容の充実
した展覧会を開催していく。 

 
会期：令和４年６月７日(火)～６月 12日(日)10時～18時(最終日 16時まで) 
会場：北九州市立美術館 分館(４階・５階展示室)リバーウォーク北九州 
内容：北九州地区会員約 160名による作品展＋令和４年度新会員 10名程度の予定 
 

部  門 日本画 洋 画 彫 刻 工 芸 書 写 真 デザイン 計 

出品数
(予定) 

13人 50人 ９人 16人 48人 18人 ５人 159人 

 
主催：公益社団法人福岡県美術協会 
共催：北九州市立美術館 
協賛：ひらしま酒店、耳鼻咽喉科木村医院、公益財団芳賀文化財団、しゃぼん玉せっけん株式会社他36件(予定) 
後援：福岡県、福岡県教育委員会、北九州市、北九州市教育委員会、朝日新聞社、西日本新聞社、 

毎日新聞社、読売新聞社、NHK北九州放送局 
出品規定：１人あたり壁面幅２m弱割り当てを確保。作品は新旧問わない。県展出品作品も可。 

日本画 130号から 30号まで(壁面２m以内に収まれば２点出品可) 
洋 画 130号まで(壁面２m以内に収まれば２点出品可) 
彫 刻 県展の規定に準ずる 工 芸 県展の規定に準ずる 
 書  壁面２m以内に収まれば２点出品可 写 真 県展の規定に準ずる        
デザイン 県展の規定に準ずる(B１縦位置２点出品必須) 

搬入・飾付日：令和４年６月 ６日(月)10時～16時 
開会式(テープカット)：令和４年６月 ６日(月)16時～16時 30分 展示会場入口にて 
祝賀会：令和４年６月 ６日(月)18時～20時 クラウンパレス小倉レストランにて 

(ただし、コロナ感染症状況によっては適切な時点で変更も有る)   
搬出・撤去日：令和４年６月 12日(日)16時～18時、６月 13日(月)10時～13時 

敬称略・五十音順 

２０２２北九州地区会員秀作展実行委員会名 

委員長 専務理事(工芸部) 阿部眞士 

委 員 

日本画部 江藤紀世・松本由美子 

洋画部 津國 進・波多野雅子・原田靖雄 

彫刻部 田中美貴・原谷明弘 

工芸部 阿部眞士・白石栄子 

書部 師村立卿・丸林玉芳 

写真部 徳永美奈子・永友義夫 

デザイン部 磯脇みつこ・重松依子 

事務局 
事務局長(洋画部) 津國 進 

事務局長(彫刻部) 原谷明弘 

サポートメンバー 彫刻部 亀川豊未・野方健司 

総括 理事長(彫刻部) 小田部黃太 

担当理事 副理事長(書部) 鐘ヶ江勢二 

事務局(美術協会) 事務局長 村里豊伸 
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７ 広報活動                           

（1）協会の「会報誌ＦＡＳ」を年２回発行。今年度は、63号・64号の発行。 

 (2) ホームページの情報のさらなる充実に向けて、会員の協力のもと作成をおこなう。 
 

 

８ 作品の記録、保管  
県展「会員の部」入賞作品は県展実行委員会で撮影し、協会で保管していく。 

 
 

９ 新美術館建設推進 
    美術協会では、新県立美術館建設推進に向けて、署名活動等の陳情活動を続けてきた。協会として美

術館将来構想委員会、美術館基本計画策定委員会への参画を経て、この度「新福岡県立美術館基本計
画」の策定に至った。今後は大濠公園南側のエリアに令和 11年のオープンに向け、建設を進めていく
こととなる。今後とも、美術館の建設と開館後の運営に向け、よりよい美術館とするべく取り組んでい
くこととする。なお、基本計画は福岡県庁ホームページで閲覧することができる。 

 

 

※令和４年度中の理事会・定時総会開催予定 

第１回理事会(５月)、第 2 回理事会(10 月)、第３回理事会(12 月)、第４回理事会(令和５年３月） 

定時総会 (６月) 


