いけばな大賞 2022
小学生の部 ～ 低学年/高学年
中学生の部 高校生の部
募集要項
会期:

2022 年 11 月 19 日(土)～20 日(日)
生込み/審査: 19 日 展示: 20 日

会場:

北千住

主催:

一般社団法人帝国華道院・いけばな大賞 2022 実行委員会

kadouin.com

THEATRE1010(シアターセンジュ) 10 階アトリエ

■いけばな大賞 学生部門とは
小学生から高校生までの学生の方を対象としたコンクール形式のいけばなの展覧会です。生込み日に会場にて決められ
た時間内におひとりで生けていただいた作品を審査員が採点し、獲得点数に応じて入選や入賞が決定します。
作品の制作に当たっては出品規定がありますので、この要項および出品者説明会でお渡しする資料をよく読んでご参加
ください。いけばなの未来を担うみなさまの世界への挑戦の第一歩、心よりお待ちしております。

■部門・募集数・参加費
■部門
小学１年生～３年生
小学４年生～６年生

募集数 低学年高学年合計で 30 名

中学生の部

中学１年生～３年生

募集数 30 名

高校生の部

高校１年生～３年生

募集数 40 名

小学生

低学年の部
高学年の部

■参加費 おひとり５，０００円

※グループ・団体での作品は不可・1 人１作品を生けていただきます。

■スケジュール

10 月 8 日(土)
●出品者説明会

■作品の大きさ
10:00～ 説明会（部門共通）
会場：シアターセンジュ
10 階アトリエ
展覧会に関する詳しいお知らせや質疑
応答などを行います。内容は後日ウェブ
サイトに掲載いたします。

11 月 19 日(土)
●生込み
●審査

小学生低学年の部・高学年の部
うけつけ

14:30～ 受付
15:00～ 花材検査
15:15～ 生込み（1 時間）
しゅうりょう

終了

中学生の部・高校生の部
14:30～ 受付
15:00～ 花材検査
15:15～ 生込み(1 時間 30 分)
16:45
終了
生込み終了後、審査を行います。

●結果発表
●作品公開
●授賞式
●揚げ花
2023 年

1 月 14 日(土)
●表彰式

kadouin.com

背景はパネルまたは白色の壁面

い け こ

16:15

11 月 20 日(日)

花席の上・前面はビニールシート（白色）

か ざ い け ん さ

9:20～10:45
11:00～17:00

手直し
開場・作品公開
授賞式
17:00～18:00 揚げ花
いけばな大賞 2022 表彰式
会場：ロイヤルパークホテル
地下鉄半蔵門線
「水天宮前」駅直結

■作品規定
下記の規定をお守りください。規定に反する場合は獲得点
数からの減点もしくは審査対象外といたします。
❶生込みは終了まで出品者１人で行うこと。
会場係や監査委員は内容の如何に関わらず一切手を貸
すことは出来ません。
❷事前に下生け(作品を作ってみること)は可能ですが、完成
した物もしくはそれに近い物の持ち込みは出来ません。作
品は会場で制作・完成させてください。
❸生込み前に②について花材点検を行います。その際は監
査委員の判断に従ってください。
❹異質物のみの作品は認められません。植物を主材とした
作品を制作してください。
❺作品はご自分で考えて作ってください。模倣的なものは自
重してください。
❻作品の大きさの規定を守ってください。 超過すると減点に
なることがあります。判断に迷う場合は巡回する監査委員
にお尋ねください。
❼生込み開始の合図まで花器に花を入れないこと。花器の
中には水と花留(剣山など)のみ入れる事ができます。

■いけばな大賞 2022 審査委員会

■賞・入選

池田 理英

古流松藤会家元

岡田 広山

広山流家元

梶川 理仙

古流松麗会家元

大藤 茂風

古流茂風会家元

田中 一秀

松葉流古流家元

武藤 理春

古流わかば会家元

芳埜 理鳳

古流松東会家元

■審査・監査
〇各審査委員が 100 点満点で作品を採点します。審査員
全員の点数の平均を作品の点数とし、入賞・入選を決
定します。
〇審査内容に関しての質問はいかなる場合も受け付けま
せん。
〇監査は監査委員会が行います。生込み前の花材検査・
完成後の作品の大きさなどについて監査があり、違反と
みなされた場合は獲得点数から減点もしくは審査対象
外となります。

■賞 ： 獲得点数により下記の賞を差し上げます。
金賞 ・ 銀賞 ・ 銅賞
※上記以外の賞を追加する場合は説明会でお知らせします。
■入選： 中学生・高校生の部門は獲得した点数により
下記の入選証を差し上げます。
特選
（９０点以上）
準特選 （８５点～９０点未満）
佳作
（８０点～８５点未満）
準佳作 （７５点～８０点未満）
■結果発表：
11 月 20 日に会場にて入賞者・入選者を発表します。

■花材検査とは
持参された花材や花器が出品規定に則しているか、生込み前に検査をします。
主に下記のような事をチェックしますので参考にしてください。
●不自然に曲がっていたり花材同士を組んだ状態など、手を加えてある花材・部材は使えません。
格花の場合、楔や撓めなどで枝の形が出来上がっていないことを中心に花材を検査します。
例）枝物： 楔が入っている、枝同士が針金や金属などで留められているものは使えません。
草物・葉物：束ねてある、茎に針金が入っている、葉組みされている、極端に切ってある、などの花材は使えません。
●流木などの大きな材料を使う場合、そのまま作品の主体とすることはできません。
作品の骨格としてそれらを使用し、必ずその他の部材や花材を合わせて作品に仕上げていただきます。
自由花の場合、花材・部材が造形されていないこと、それぞれが独立した形であることを中心に花材を検査します。
例）事前に加工したり束ねた状態の青竹や枯木は使えません。
※個々の作品についてのご質問はメールまたは書面でお送りください。監査委員会よりメールまたは書面で回答をお送りいたします。
また、頂いたお問合せ内容とその返答は随時ウェブサイト上で公表いたします。そちらもぜひご確認ください。

■お願い・ご注意
①生込みの終了時間を守ってください。時間内に後片づけまで終わらせて、合図があったらお帰りください。
②出品者は作品が常に鑑賞に堪えられるよう責任をもって管理してください。
③会期中の展示作品に関する一切の権限はいけばな大賞実行委員会が保有するものといたします。鑑賞に堪えられな
い・危険があるなどと判断した場合にはお知らせ無くその作品を修正・撤去します。
④花席などの色・形状の変更・加工はできません。
⑤会場内では揮発性塗料や可燃性の強いものの使用は出来ません。
⑥会場内での電源の使用は出来ません。また、生込み中の通信機器の使用はメール・カメラ機能も含めすべて禁止です。
⑦ごみはお持ち帰りください。
⑧わからない事・困ったことがありましたら会場の係員にお申し出ください。可能な限り対処します。

■保護者の皆様へ
① 原則として生込みはおひとりで行っていただきます。
補助・介助が必要な方は事前にいけばな大賞事務局
までお知らせください。
② ハサミを安全に使えるよう、事前にご指導の上ご参加くだ
さい。
③ 保護者の方は準備のために同行は出来ますが、生込
み時は会場内での見学は出来ません。また待機場所
のご用意もございません。生込み時は会場係員がお
子様を見守ります。

■新型コロナウィルス拡散防止の対策について
〇密集を避けるために係員の指示に従ってください
〇会場では必ずマスクを着用し会話は極力お控えください
〇体調が悪い場合は残念ですが参加は取りやめてください
〇感染状況によっては開催を延期･中止する場合があります
感染防止のために最善を尽くして開催いたします。
ご協力をお願いいたします。

いけばな大賞 2022

学生部門

■いけばな大賞 2022 審査委員会
■お申込み
池田 理英

古流松藤会家元

①
申込書を送る
梶川 理仙 古流松麗会家元

岡田 広山

■賞・入選
■個人情報・記録写真・作品集など
広山流家元

大藤 茂風 古流茂風会家元
お申込みは、要項同封のいけばな大賞学生部門参加申込書
田中 一秀 松葉流古流家元 武藤 理春 古流わかば会家元
に必要事項を記入し、郵送または FAX でお送りください。
芳埜 理鳳 古流松東会家元
●申込開始 2022 年 7 月 1 日(開始前の申込は無効)

2022 年 9 月 17 日
■審査・監査

●申込締切

(お申込みが定員に達した場合は期日を待たずに締め切ります)

〇各審査委員が 100 点満点で作品を採点します。審査員
●募集人数 小学生の部 30 名(低学年+高学年)
全員の点数の平均を作品の点数とし、入賞・入選を決
定します。 中学生の部 30 名
〇審査内容に関しての質問はいかなる場合も受け付けま
高校生の部 40 名
せん。
〇監査は監査委員会が行います。生込み前の花材検査・
②参加費を振込む
完成後の作品の大きさなどについて監査があり、違反と
申込書下部の振込用紙を使って参加費をお振込みください。
みなされた場合は獲得点数から減点もしくは審査対象
※振込手数料は各自ご負担ください。
外となります。
振込用紙通信欄には必ず氏名･学校名･学年をご記入ください。
●参加費
１名１作 5,000 円 (全部門とも・税込み)
■花材検査とは

■賞 ： 獲得点数により下記の賞を差し上げます。
■個人情報
花展参加について取得した個人情報は個人情報保護法に準
金賞 ・ 銀賞 ・ 銅賞
拠して管理し、その目的以外で使用する事はありません。
※上記以外の賞を追加する場合は説明会でお知らせします。
■記録写真（作品写真）
■入選： 中学生・高校生の部門は獲得した点数により
展示作品は記録・資料・報道・その他の目的で撮影する場合
下記の入選証を差し上げます。
があります。また、その使用権は当法人に帰属します。
特選
（９０点以上）
準特選 （８５点～９０点未満）
■作品集
（８０点～８５点未満）
後日いけばな大賞佳作
2022 実行委員会が『いけばな大賞
2022』
準佳作 （７５点～８０点未満）
の作品集を制作・販売いたします。完全予約販売となりますの
で、ご希望の方は花展会場受付にてご予約ください。（Ａ5 版・
■結果発表： 3,000 円）
オールカラー・価格
11 月 20 日に会場にて入賞者・入選者を発表します。

■会場のご案内

※参加費の受理をもって受付の完了となります。
持参された花材や花器が出品規定に則しているか、生込み前に検査をします。

北千住 THEATER1010（シアターセンジュ)ギャラリー
10 階アトリエ
●不自然に曲がっていたり花材同士を組んだ状態など、手を加えてある花材・部材は使えません。
受付完了をお知らせするハガキをお送りします。
格花の場合、楔や撓めなどで枝の形が出来上がっていないことを中心に花材を検査します。
北千住駅西口４番出口直結 マルイ 10 階
※参加費振込後３週間以上お知らせが届かない場合はお問合せください。
例）枝物： 楔が入っている、枝同士が針金や金属などで留められているものは使えません。
東京メトロ千代田線・日比谷線
草物・葉物：束ねてある、茎に針金が入っている、葉組みされている、極端に切ってある、などの花材は使えません。
④出品者説明会
主に下記のような事をチェックしますので参考にしてください。
③受付完了のハガキを受け取る

JR 常磐線・東武伊勢崎線・つくばエクスプレス

【2022 年10 月8 日（土） シアターセンジュ 10 階アトリエ】
●流木などの大きな材料を使う場合、そのまま作品の主体とすることはできません。
詳細情報の提供など出品に関しての説明を行います。
作品の骨格としてそれらを使用し、必ずその他の部材や花材を合わせて作品に仕上げていただきます。
自由花の場合、花材・部材が造形されていないこと、それぞれが独立した形であることを中心に花材を検査します。
欠席者には後日資料を郵送します。また、ウェブサイトにも掲
例）事前に加工したり束ねた状態の青竹や枯木は使えません。
載いたします
。
〇わからない事がありましたら、まずウェブサイトを確認してください。
※個々の作品についてのご質問はメールまたは書面でお送りください。監査委員会よりメールまたは書面で回答をお送りいたします。

また、頂いたお問合せ内容とその返答は随時ウェブサイト上で公表いたします。そちらもぜひご確認ください。
〇ウェブサイトで解決しないご質問・お問い合わせはメールもしく
は書面にてお寄せください。折り返し回答をお送りいたします。

■お願い・ご注意
（回答に少しお時間をいただく場合があります）。
①生込みの終了時間を守ってください。時間内に後片づけまで終わらせて、合図があったらお帰りください。
〇皆様からいただいたご質問とその返答・展覧会に関する最新情
〠120-0034
②出品者は作品が常に鑑賞に堪えられるよう責任をもって管理してください。
報は随時 SNS・ウェブサイトで公開します。
東京都足立区千住３－９２
③会期中の展示作品に関する一切の権限はいけばな大賞実行委員会が保有するものといたします。鑑賞に堪えられな
※なお、７月中旬より『いけばな大賞』ウェブサイトから参加
千住ミルディス 1 番館（マルイ 10 階）
い・危険があるなどと判断した場合にはお知らせ無くその作品を修正・撤去します。
申し込みが可能になる予定です。
TEL・０３－５２４４－１０１０
④花席などの色・形状の変更・加工はできません。
FAX・０３－３８８１－３１３３
⑤会場内では揮発性塗料や可燃性の強いものの使用は出来ません。
⑥会場内での電源の使用は出来ません。また、生込み中の通信機器の使用はメール・カメラ機能も含めすべて禁止です。
⑦ごみはお持ち帰りください。
■お問合せ・お申込み
⑧わからない事・困ったことがありましたら会場の係員にお申し出ください。可能な限り対処します。

いけばな大賞 2022 事務局

■保護者の皆様へ

■新型コロナウィルス拡散防止の対策について

東京都豊島区駒込 3-4-2-6 階 一般社団法人帝国華道院内
①〒170-0003
原則として生込みはおひとりで行っていただきます。
〇密集を避けるために係員の指示に従ってください
補助・介助が必要な方は事前にいけばな大賞事務局
TEL/FAX
０３-３９１６-２８００
〇会場では必ずマスクを着用し会話は極力お控えください
までお知らせください。
E-mail：
teikokukadouin＠gmail.com
② ハサミを安全に使えるよう、事前にご指導の上ご参加くだ
お問合せ･ご質問はメール・FAX・書面にて
さい。
③お受けいたします。
保護者の方は準備のために同行は出来ますが、生込
み時は会場内での見学は出来ません。また待機場所
のご用意もございません。生込み時は会場係員がお
子様を見守ります。

〇体調が悪い場合は残念ですが参加は取りやめてください
～最新情報は以下からもご確認いただけます～
〇感染状況によっては開催を延期･中止する場合があります
https://www.kadouin.com✵ウ ェ ブ サ イ ト
感染防止のために最善を尽くして開催いたします。
ご協力をお願いいたします。

いけばな大賞
いけばな大賞2022
2022 学生部門
学生部門

