第２９回・小学生書道コンクール応募要領
○課題の趣旨
書道コンクールを開催するにあたり、今回の課題は、多くの児童たちに参加して欲しいという思いか
ら、書きやすい文字を課題とさせていただきました。
１人でも多くの児童さんに書道コンクールに参加していただきたいと思います。

○応 募 資 格

小学生（３年生～６年生）

○課

・３年生 「ゆめ」 ・４年生 「実行」

題

・５年生 「地域」 ・６年生 「信頼」
※字体については、
「常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号）
」に準ずるものとします。

品
六年

信

○作

例

頼

武州花子

＜毛筆作品 ３～６年生＞
お手本を添付いたしますのでコピーをし、生徒さんへお渡しください。
※こちらのお手本が審査の基準になりますので、必ずお手本をコピーしてお渡
しいただきますようお願いいたします。

(1) 半紙（市販のもの）を使用してください。

(2)作品の裏側左下に学校名のゴム印を押してください。（必須）
○応 募 方 法 ①各学年クラス数×３点以内のご推薦をお願いします。
（例）１学年２クラスなら、１学年６点以内の出品となります。
②個人でご応募いただいた場合も、学校別に展示いたします。
※個人応募は、在籍校が参加していない場合のみ受付けております。在籍校の参
加が判明した場合は後日、取り消し連絡させていただきます。
③所定の「参加者一覧表［様式１］
」及び「出品表［様式２］
」に必要事項をご記入
のうえ、作品と共に受付先に提出してください。
なお
「出品表」
はコピーしてお使いください。
（学年別で氏名を記入してください）
④特別支援学級の生徒さんのご応募につきましては、４ページをご参照ください。

○受 付 期 間
○受

付

先

［郵送の場合］
※お問合先もこちら

平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月２３日（水）
〒350-1188

川越市田町 32-12

武州ガス株式会社

総務企画部企画グループ 藤村・吉野(明)宛

TEL 049-241-9590 FAX 049-242-0778
（平日 8:30～17:15）
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［持参の場合］
①武州ガス株式会社本社（年中無休） 川越市田町 32-12
②所沢営業所（年中無休） 所沢市泉町 1794-2
③川越駅前「アトレ」６階／ビーポケット（展示会場）
受付時間 10:00～19:30 （12:00～13:00 除く）
④上福岡ｻｰﾋﾞｽ店 受付時間 9:00～18:00（日曜 17:00 迄）
⑤狭山台ｻｰﾋﾞｽ店 受付時間 9:00～18:00（日曜 17:00 迄）
○審

査

○発

TEL049-241-9000
TEL04-2928-9000
TEL049-226-7063
TEL049-261-0337 （祝日 休）
TEL04-2958-4076 （祝日 休）

員

筒井茂徳先生【書法家（前 國學院大學講師）
】

表

・個人及び学校宛に入賞通知を郵送いたします。
・入賞者につきましては、氏名、学校名、作品等弊社ホームページにて公表させて
いただきますので、あらかじめご了承の上、お申込みください。

○作 品 の 展 示

審査後、推薦作品は３月５日以降、順次展示いたします（ﾋﾞｰﾎﾟｹｯﾄにて展示）
。
※「学校別展示日程」は決定次第、郵送いたします。

○表彰と記念品

上位入賞者の表彰式を２月２４日（日）午前に予定しております。
・最優秀賞、優秀賞、秀作賞、努力賞…表彰式にて賞状、入賞記念品を贈呈します。
・応募者全員に参加賞（記念品）を差し上げます。
・推薦記念品…学校推薦を受けた（弊社に作品が送られた）生徒の皆さん全員に参
加賞とは別の推薦記念品を差し上げます。
※学校推薦を受けた生徒さんには、推薦記念品と参加賞の両方をお渡しください。
尚、推薦記念品及び参加賞は、２月下旬以降に各校へ配布する予定です。
受賞作品集を弊社にて作成及び公表（入賞者につきましては、氏名、学校名、作品
等）させていただきますので、あらかじめご了承ください。

○受賞作品集

○ご

注

意

応募作品はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。

作品出品にあたってのご注意
封筒に入れる前に…
（１）作

品（各クラス毎３点以内）

全作品の裏に学校名記入

→

学校印又は手書き

（２）参加者数一覧表［様式１］
数字があっているか
（３）出品表［様式２］
作品と出品表の名前が一致しているか（作品の氏名がひらがなの場合は、漢
字で出品表に記入して下さい）※作品集作成時、参考にさせていただきます。
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第２８回（昨年度）参加校一覧表
市町村
川越市
川島町
狭山市
鶴ヶ島市
所沢市
ふじみ野市
日高市
吉見町
小川町
合 計

川越市立泉小学校
川越市立今成小学校
川越市立牛子小学校
川越市立上戸小学校
川越市立大塚小学校
川越市立霞ヶ関北小学校
川越市立霞ヶ関小学校
川越市立霞ヶ関西小学校
川越市立霞ヶ関東小学校
川越市立川越小学校
川越市立川越第一小学校
川越市立川越西小学校
川越市立高階北小学校
川越市立高階西小学校
川越市立高階南小学校
川越市立大東西小学校
川越市立中央小学校
川越市立月越小学校
川越市立寺尾小学校
川越市立名細小学校
川越市立広谷小学校
川越市立福原小学校
川越市立古谷小学校
私立星野学園小学校
川越市立南古谷小学校
川越市立武蔵野小学校
川越市立山田小学校
川越市立芳野小学校

学校数
３３校
６校
１６校
８校
３２校
１３校
６校
６校
６校
１２６校

川島町立伊草小学校
川島町立小見野小学校
川島町立出丸小学校
川島町立中山小学校
川島町立三保谷小学校
川島町立八ッ保小学校
吉見町立北小学校
吉見町立西が丘小学校
吉見町立西小学校
吉見町立東第一小学校
吉見町立東第二小学校
吉見町立南小学校
ふじみ野市立上野台小学校
ふじみ野市立大井小学校
ふじみ野市立亀久保小学校
ふじみ野市立駒西小学校
ふじみ野市立さぎの森小学校
ふじみ野市立鶴ヶ丘小学校
ふじみ野市立西小学校
ふじみ野市立西原小学校
ふじみ野市立東原小学校
ふじみ野市立元福小学校
ふじみ野市立東台小学校
狭山市立入間川小学校
狭山市立入間川東小学校
狭山市立入間野小学校
狭山市立柏原小学校
狭山市立狭山台小学校

参加校
２８校
６校
１４校
５校
1２校
１１校
０校
６校
１校
８3 校

狭山市立山王小学校
狭山市立新狭山小学校
私立西武学園文理小学校
狭山市立広瀬小学校
狭山市立富士見小学校
狭山市立堀兼小学校
狭山市立御狩場小学校
狭山市立水富小学校
狭山市立南小学校
鶴ヶ島市立栄小学校
鶴ヶ島市立杉下小学校
鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校
鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校
鶴ヶ島市立藤小学校
所沢市立泉小学校
所沢市立牛沼小学校
所沢市立上新井小学校
所沢市立北秋津小学校
所沢市立北野小学校
所沢市立並木小学校
所沢市立東所沢小学校
所沢市立松井小学校
所沢市立三ヶ島小学校
所沢市立宮前小学校
所沢市立明峰小学校
所沢市立柳瀬小学校
小川町立小川小学校

＜追記＞
弊社では「小学生・書道コンクール」の他、毎年１０月には「中学生・環境イラストコンテスト」
、
９月には埼玉全域を対象とした「高校生・学園祭ポスターコンテスト」を実施しております。
※会場は全て、川越アトレ内の弊社ギャラリー「ビーポケット」です。
「高校生・学園祭ポスターコンテスト」は今年第２４回を迎え、埼玉全土からたくさんの応募があり
（今年度実績１２６校）幅広い年齢層の皆様に親しまれております。
- ３ -

また、「中学生・環境イラストコンテスト」は、次代を担う中学生に環境の大切さを考えていただき
たく、２００４年から開始し、今年度は４１５点の応募作品がありました。
このように弊社では「書道コンクール」卒業の皆さんが中学生になり高校生になっても、一生懸命に
やること、考えることを、各教育委員会の後援をいただきつつ、応援し続ける所存でございます。
未参加の学校の皆様、参加のご検討をよろしくお願い申し上げます。

特別支援学級の生徒さんの参加について
特別支援学級の生徒さんも是非ご参加ください。
（毎年来場のお客様から、
「感銘を受けた」等のお言葉を頂戴しております）
たくさんのご応募お待ちしております。
○課題について

基本は３年生～６年生の各課題ですが、下の学年の課題に取り組んで
いただいても構いません。（４年生が３年生の課題でも結構です。）
ただし、下の学年の課題に取り組んでいただいた場合、審査の対象からは
除外させていただきます。
↓
その場合は作品に、何年生か分かるように記名してください。

○提出について

(1)参加した全ての生徒さんの作品を当社へ提出してください。
（１クラス３点の提出ではありません。
）
(2)出品表を３～６年生とは別に作成してください。
その際、
「（
）年生の部」の欄に学級の名前を記入してください。
クラス欄には学年を記入してください。

○審査について

各校から応募のあった特別支援学級の生徒さんの中で審査をし、各学年の
うちから１作品を努力賞として表彰いたします。

○そ

の 他

(1)参加された生徒さんに、参加賞と推薦記念品を差し上げます。

※ご不明な点は、武州ガス㈱ 総務企画部企画グループ藤村・吉野(明)
（平日 8:30～17:15）までお問い合わせください。

電話 049-241-9590

以
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上

