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2021 年 4 月 30 日 

「第 40 回生光展」事務局 

 

「第 40 回生光展」作品募集要項 

 

■趣  旨：COVID−19 の影響を受けた１年余りの日常生活の中で、コロナバスターズ宣言の精神に

沿って「自然重視、低炭素の表現活動」として制作された絵画・彫刻、動画、手工芸

品を展示する。 

コロナバスターズ宣言（5Rs） 

１． 責任（RESPONSIBILITY）： 

私たちは責任あるコミュニティーのメンバーとして考え、行動します。 

２． 柔軟に忍耐強く（RESILIENCE）： 

私たちは忍耐強く生き、事態が正常化した時に正しく行動するための準備を怠りません。 

３． 決意（RESOLUTION）： 

私たちはこの時期に、正常時にはなかなか決意できなかった新しい決意を固めます。 

４． 尊敬（RESPECT）： 

私たちは、私たちの隣人、地上の全生物を含めたすべての仲間を尊敬します。 

５． 抑制・制限（RESTRICTION）： 

私たちは現状が気に入らないというだけで、決して大騒ぎなどしません。 

■会  期：2021 年 8 月 1日～9月 20 日（絵画・彫刻部門は 10 月末まで） 

■場  所：生長の家メディアセンター・アートスタジオ（絵画・彫刻部門） 

     ： 生長の家“森の中のオフィス”イベントホール（動画部門、手工芸品部門） 

■ウェブサイトでの展示：10 月～ 

■募集期間：2021 年 4 月 30 日～6月 15 日 

     ※期間中に作品を各部門の送付先へお送りください      

■応募資格：生長の家信徒（聖使命会員） 

■テ ー マ：「COVID-19 と私」 ※COVID-19 は新型コロナウイルス感染症 

■募集作品：①絵画・彫刻部門（油絵・アクリル画・水彩画・日本画・パステル画・版画 等） 

       ②動画部門（実写、ＣＧ、アニメーション 等） 

       ③手工芸品部門（糸、布、木竹、紙、陶芸、金工 等） 

■賞   ：各部門につき 

①最優秀賞（１点まで）、②優秀賞（３点まで）、③奨励賞（４点まで） 

■出品点数：１人 1点 

■出品料：無料 
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■応募方法：・必要事項を申し込み書に記入してください。 

      ・申し込み書を印刷して、作品に同梱してください（動画部門の方は申し込み書をス

キャンまたは入力したデータでお送りください）。 

・申し込み書が印刷できないときは、送付いたしますので、生光展事務局までご連絡

ください。（生長の家メディアセンター 電話番号：0551-45-7735） 

・趣旨に対する作品の制作意図や制作過程を示すような文章・画像・動画を同梱して

一緒に送ってください（動画部門の方はデータをお送りください）。必要に応じて、

作品と一緒に掲示させていただきます。 

■予備審査：展示に先立ち、応募作品が趣旨に沿った作品であるかの予備審査を行い、会期中展示

する作品を決定いたします。ご了承ください。 

■送 付 先：①絵画・彫刻部門 

     〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出 8240-8182 

     生長の家メディアセンター 生光展 絵画・彫刻部門係 

     ②動画部門 

     〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出 8240-8182 

     生長の家メディアセンター 生光展 動画部門係 

     メールアドレス：XBL12922@nifty.com 

     ③手工芸品部門 

     〒409-1501 山梨県北杜市大泉町西井出 8240-2103 

     生長の家“森の中のオフィス” 生光展 手工芸品部門係 

■お 戻 し：会期終了後、ご自宅に宅配便の発払いで返送いたします（動画部門は除く）。 

なお、手工芸品部門の作品は、原宿光明の塔にて開催予定の「第 40 回生光展」に展

示するため、2021 年 11 月～2022 年 1 月の会期終了後に返送いたします。 

■注意事項：作品の取り扱いには十分注意しておりますが、不慮の事故などのやむを得ない事情の

もとに生じた事故、紛失、破損等については、当法人はその責任を負いません。 

      また、展示作品は素材・形状・内容などについて確認し、審査の上決定いたしますの

で、すべての作品が展示されるわけではありません。 

      動画部門では、受賞者の作品が高いレベルであった場合、国際本部がその映像を有償

で使用、もしくは今後の国際本部の映像製作で作者に有償で業務委託させていただく

可能性がございます。 
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〈各部門の募集要項詳細〉 

 

1.絵画・彫刻部門 

〈サイズ〉 

・絵画（油絵・アクリル画・水彩画・日本画・パステル画・版画など）：10号までの額装のもの。 

または額縁の外寸で 68㎝×60.5㎝以内。 

・彫刻：高さ 100㎝×幅 80㎝、重量 20㎏以内 

 

〈応募条件〉 

・テーマに則していること 

・風景、人物、静物等の具象作品や自由表現を中心とした抽象作品。 

・神・自然・人間が本来一体であるとの宗教的世界観（真）に基づき、地球環境の保全に配慮した

材料や手段（善）を選択するように心がけてください。 

 

〈注意事項〉 

・作品の保護のため、絵画には、額縁を付けて下さい。仮縁（かりぶち）、本縁（ほんぶち）、いず

れも結構ですが、ガラス使用は不可。アクリル板を使用してください。 

・パネルの作品は、側面にテープなどを張っていただければ額縁なしでも受け付けます。破損の恐

れのあるほどの古い額縁の利用はご遠慮ください。 

 

2.動画部門 

〈サイズ〉 

・再生時間：上限を 15分とする 

・容量：15GB まで（１分につき１GB を目安とする）  

 

〈形式〉 

・動画解像度：ハイビジョン（1280×720）～４K（3,840×2,160）まで 

・フレームレート：30fps以下 

・ファイル形式：mp4 か wmv（Windows で再生可能なファイル） 

 

〈応募条件〉 

・テーマに則した動画作品であること 

・制作の際に可能な限り自然エネルギーや自然素材を活用し、申し込みフォームの「環境に配慮し

た点」欄に必ず記載すること 

・応募時に「作品名_制作者名（グループ名）.mp4」のようにファイル名を付ける 

 

〈応募方法〉 

以下の２つからお選びください 

①ギガファイル便 https://gigafile.nu/【ファイル保管期間：7～60 日間】 
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登録不要で容量無制限（１ファイル 200Ｇまで個数無制限）のファイル転送が行える。 

②USB メモリ、データディスクなどのメディアをメディアセンターまで発送。 

但し、お送りいただいたメディアは返却できませんのでご了承ください。 

 

〈注意事項〉 

・応募作品が、以下の内容にあてはまる場合には、展示作品を削除し、応募を無効とします。 

①第三者の著作権、肖像権その他の諸権利を侵害するもの  

②公序良俗に反するもの  

③立入禁止，撮影禁止場所で撮影したもの  

④応募者以外が作成したもの  

⑤営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為にあたるもの  

⑥個人、企業、団体などを中傷したり、プライバシーを侵害するもの  

⑦他の個人、企業、団体等になりすましたもの  

⑧その他主催者が不適切と判断するもの 

・個人を特定できる人物が映っている場合は、その方の承諾を得てください。 

・応募作品に著作権、肖像権、その他第三者の権利侵害があった場合、当法人は一切責任を負いま

せん。 

・未成年の方は保護者の同意が必要です。未成年の方が応募された場合は、保護者の同意が得られ

ているものとみなします。 

・動画に含まれる楽曲は「オリジナル楽曲」又は「著作権フリーの音楽」を使用してください。 

・主催者側で動画を再生できないときは、修正を求める場合があります。また展示に際して主催者

側でファイル変換や音量調整を行う場合がありますので予めご了承ください。 

・自動車のナンバーなど個人の特定につながる情報が写り込まないよう注意してください。写り込

んだ場合は、個人が特定出来ないように加工してください。 

・他人の著作物を認められた範囲内で使用する場合において、使用の条件としてクレジットの表記

を求められる場合がありますので、その著作物の利用規約等に従ってください。 

 

3.手工芸品部門 

〈サイズ〉 

・200㎝以内（梱包状態で縦・横・高さの合計） 

 

〈重量〉 

・20㎏以内 

 

〈応募条件〉 

１ 作品の素材について 

(1) 木竹材、紙、布、草花、石、土など、自然界に存在するものを原料とする自然素材を用いる。 

(2) 地元産や国産の素材を使うなど、できるだけ環境に配慮して材料を選ぶ。 

(3) プラスチックなどの石油由来の素材の使用は極力避ける。 
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(4) 化学物質を含む絵の具や接着剤、ニスなど使用は極力避け、使用の際は環境に配慮した製品を

選ぶ。 

(5) 皮革や高価な貴金属等の使用は避ける。※皮革の禁止は動物保護の観点から 

 

２ 出品製品（例） 

(1) 木竹作品（ブックスタンド、椅子、日用品、置物、花器 等） 

(2) 繊維作品（押し花、衣服、リース、ブックカバー、鞄類 等） 

(3) 粘土作品（陶器、置物、小物等） 

(4) 鉱物作品（磁石小物、ピアス、ブレスレット、ネックレス等） 

(5) 動物作品（貝殻、絹、毛糸などの素材で製作した小物等） 

 

〈注意事項〉 

・簡単に壊れないもの（輸送・展示の際に壊れない程度の強度であること） 

・鋭利でないもの 
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第 40 回生光展申し込み書 

記入日     年   月   日 

アーティスト名 

または、作家名 

 聖使命会員として

所属している教区 

 

作者氏名  電話番号  

メールアドレス  

住所 

 

〒 

部門 □絵画・彫刻部門  □動画部門  □手工芸品部門  

作品タイトル  

サイズ 

（動画部門はファ

イルの形式） 

 重量 

（動画部門

は容量） 

 

自然を重視し低炭

素で表現した点 

 

同梱物 趣旨に対する制作の意図や過程を表現した文章（300文字以内）、画像、

動画のいずれかを必ず同梱してください（同梱方法の選択） 

□紙（文章・画像） □USB（文章・画像・動画） 

□SDカード（文章・画像・動画） □他（          ） 

 

以下をよく読み、同意される場合は項目にチェックをお願いします。 

□ ① 作品の画像、タイトル、アーティスト名または作家名、自然を重視し低炭素で表現

した点、趣旨に対する制作の意図や過程を表現した文章・画像・動画について、当法

人が発行する出版物や広告への掲載について同意します。 

 

□ ② 作品の画像、タイトル、アーティスト名または作家名、自然を重視し低炭素で表現

した点、趣旨に対する制作の意図や過程を表現した文章・画像・動画について、当法

人が運営するウェブサイトへの掲示について同意します。 
 

□ ③ 個人情報を、展示業務（氏名、住所、電話番号、メールアドレスを除く）、作品発送

に関わる業務、応募作品に関する諸連絡に使用することに同意します。 
 
 

次ページもご覧ください 
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●「趣旨に対する制作の意図や過程」を文章で提出される方はこちらをご利用ください。 

（300文字以内） 

 

 
 
 

以上 

100文字 

200文字 

300文字 


