
                         

     京都万華鏡ミュージアム 

 

「第３回こども万華鏡大賞公募展」実施要項 

 

１ 趣旨 

  現在、万華鏡について学ぶ機会が残念ながら少なくなっているなかで、この美しく驚き

と感動に満ちた万華鏡の世界を子ども達に知ってほしいという思いから京都万華鏡ミュー

ジアムでは開館当初から京都市内はもとより、修学旅行生などにこの素晴らしさを体験し

ていただいてまいりました。 

今年も、京都周辺にとどまらず日本各地の子ども達に万華鏡を自ら制作し、また世界を代

表する作家の方々や芸術的な万華鏡に触れていただく機会を増やすことで、子ども達の創

造性を育み、健やかな育成に寄与することを目的とし、「こども万華鏡大賞公募展」を実施

します。 

 

２ 主催     特定非営利活動法人京都万華鏡こう房  

 

３ 共催     京都市教育委員会 

 

４ 募集期間   平成２７年７月１９日（日）～平成２７年９月３０日（水）まで 

※期間中、月曜日が休館日ですのでご注意下さい。(ただし 7/20・9/21

は開館し 7/21・9/24 が休館日になります) 

 

５ 作品規格 ・未発表の完成した作品に限ります。 

・応募作品は高さ３５㎝ 幅３５㎝ 奥行３５㎝以内の箱に入れて送って    

 下さい。応募作品はこの大きさを超えないようお願いします。 

・展示に複雑な組み立てを要する作品、また、生ものなど腐ったり、不快 

 感を与える物は不可です。 

・応募作品には、必ず１作品に１枚エントリーシート（別紙２）を貼付し 

 てください。 

     

６ 募集方法 

（１）応募資格   ３才以上の幼児・小学生・中学生 

（２）出品点数等  点数に制限はありません。また，出品料は無料です 

（３）応募先    〒６０４－８１８４  京都市中京区曇華院前町７０６－３ 

          京都万華鏡ミュージアム「こども万華鏡大賞公募展」係 

（４）応募方法   当ミュージアムへ持参もしくは, 宅配便(元払い)による送付も可能

です。 

持参・送付いずれの場合も破損しないよう充分工夫して箱に梱包し

てください。   

（５）作品の返却  来館による受け取りの場合は, １１月末日までにご来館下さい。 

宅配便による返却をご希望の方は、作品提出時に宅配便送付書（着払

い用）に返送先を明記して作品とともに提出して下さい。展示期間終

了後、１１月末日までにお送りします。 

 

 



 

 

７ 審査 

（１）審査員   

   ・村田利裕 京都教育大学美術教育学教授 

   ・万華鏡作家(山見浩司、中里保子、依田満・百合子) 

   ・京都市教育委員会  

   ・京都万華鏡ミュージアム 

（２）日程  

   選考・発表   審査終了後，受賞者には平成２７年１０月１０日（土）に本人及び

保護者様に連絡します。 

 

８ 受賞区分 

  幼児の部、小学生の部、中学生の部 各１点 

  ・こども万華鏡大賞 

  ・京都万華鏡ミュージアム賞 他５賞 

   

９ 授賞式 

（１） 日時     平成２７年１１月１日（日）午前１１時より 

（２） 場所・会場  京都万華鏡ミュージアム 姉小路館ギャラリー 展示会場にて 

 

１０ 作品展示 

 （１）展示期間   平成２７年１１月１日（日）～１１月８日（日） 

           午前１０時～午後６時（最終入館 午後５時３０分） 

 （２）展示場所   京都万華鏡ミュージアム 姉小路館アートギャラリー 

            ※本公募展については入場無料。 

ただし、常設の万華鏡展示ルームは有料。 

             （大人 300 円，小・中学生 200 円～乳幼児は無料） 

             期間中作品応募者と保護者の方は無料 

 

１１ その他 

  ・展示期間中、覗き方がわからず破損してしまう場合がありますので、工夫した 

   点、注意点などをエントリーシート(別紙２)に記入して下さい。                

  ・出品作品は、主催者の責任で管理しますが、作品の素材または構造、その他、通常の

取扱いの中で生じた破損、災害等における事故等については、主催者はその責任を負

いかねますので御了承下さい。 

  ・主催者は、広報等のために、表彰作品の印刷物・ホームページ等への掲載を無償で 

   行う権利を有します。 



（別紙１） 

「201５年こども万華鏡大賞公募展ワークショップ」の開催について 

※費用は当日申し受けます。※予約が必要な場合がありますので、其々お問い合わせ下さい。  

 

講師 実施場所・問い合わせ 開催日時 費用 

いしこ ゆか 名古屋・覚王山参道教室プリズム 

052-761-9750 

８月８日(土)～１０日(月) 

１１:００～１２:００ 

１，８００円 

 

依田満・百合子 静岡県 ＭＯＡ美術館 

０３－３４４１－７４５６ 

７月２５日(土)・８月８日(土) 

① １１:００～②１３:３０～

１，５００円 

江角 陸 京都万華鏡ミュージアム 

075-254-7902 

7 月３１日(金) 要予約 

① 10:30～ ②１３:３０～ 

３，５００円 

 

 京都万華鏡ミュージアム 

075-254-7902 

８月９日(日) 要予約 

① 10:30～ ②１３:３０～ 

３，５００円 

 

大熊 進一 埼玉県川口市日本万華鏡博物館 

048-255-2422 

８月８日(土)・８月２２日(土) 

10:30～12:00 

8 月 10 日以降の平日午前中 

に教室開催可能 要予約 

３，０００円 

 

酒井 祐子 東京・代官山 Little Bear 

yuko9113@mail.goo.ne.jp 

048-255-2422 

8 月 18 日(火) 

13:00～15:00 

２，５００円 

 

須崎 伸一 京都万華鏡ミュージアム 

075-254-7902 

8 月１６日(日) 要予約 

13:30～15:00 

２，０００円 

鈴木 明子 奈良 近鉄百貨店 橿原店 

０７4４-２５－１１１１ 

８月１０日(月)・１１日(火) 

随時受付 

３，２４０円 

 

 近鉄文化サロン阿倍野 

０６-6625-1771 

8 月 14 日(金) 要予約 

10:30～12:30 

お問い合わせ 

下さい 

 芦屋 喜楽苑ギャラリー 

0797-34-9287 

 

8 月 16 日(日) 要予約 

10:00～15:00 

３，０００円 

 

 京都万華鏡ミュージアム 

075-254-7902 

８月２２日(土) 要予約 

１３:３０～１５:００ 

３，０００円 

 リーガロイヤルホテル(大阪) 

０６－６４４１－２９３８ 

８月２９日(土) 要予約 

１３:３０～１５:３０ 

お問い合わせ 

下さい 

 大阪カレイドスコープフォトン安立教室 

06-4303-4123 

９月５日(土) 要予約 

１３:００～１８:３０ 

３，０００円 

中里 保子 千葉・流山万華鏡ギャラリー見世蔵 

04-7103-2817 

７月２６日(日) 

１０:３０～ １３:３０～ 

２，５００円 

 

三井 郁弥 北海道 ふらのやまべ 

美ゅーじあむ ふらび 

090-3775-1971 

7 月 20 日(月)～ 

8 月 31 日(月) 

期間中随時受付 

不定休の為要予約 

５００円～ 



（別紙 2） 

「第３回こども万華鏡大賞公募展」 

エントリーシート 

 

No. 

 

作品名 

 

（ふりがな） 

氏  名 

 （            ） 保護者氏名 

住  所 

〒   － 

電話番号 

自宅   （     ）       － 

携帯         －       －  

年   齢 

 学校名等 

 

      才                           

（記入例） 

   ９  才   京都市立 万華鏡 小学校 ３年 

注意点（覗き方・楽しみ方など）工夫した点・アピール 

 

 

 

 

返却方法 

どちらかに 

○をして下さい 

A  １１月３０日までに京都万華鏡ミュージアムに取りに来ます。 

B  同封の宅配便送付書(着払い用)の宛先に送付して下さい。 

【問い合わせ先】   〒６０４－８１８４  京都府京都市中京区曇華院前７０６－３ 

             京都万華鏡ミュージアム『こども万華鏡大賞公募展』係 

               電話番号  ０７５（２５４）７９０２  


