
いけばな大賞２０２２ 

●学生部門出品者説明資料● 

  

     2022 年 10月 8 日（土）午前 10時～11 時 30 分 シアター1010 10F アトリエ 

 

司会  谷口 信甫 

 

開会の挨拶     武藤 理春 実行副委員長 

実行委員長の挨拶    田中 一秀 実行委員長 

出品者への諸注意・搬出入の説明     池田 理英 実行委員 

賞について               芳埜 理鳳 実行委員 

花材検査について       芳埜 理鳳 実行委員 

学生部門について            大藤 茂風 実行委員    

質疑応答       

閉会の挨拶   

 

 

 

閉会後 搬入口の現地見学をしますのでご希望の方はご参加ください 

 

 搬出入口をご利用の方は「学生部門搬出入口利用申込書」でお手続きください。 

（「４ページ「搬出入について」参照） 

   

            

    

 

配布物 
            
 ①印刷物 １席につきチケット（招待券）20 枚、チラシ１枚 
            
 ②受審票 
            
 ③学生部門説明会資料 
            
 ④1 階搬出入口利用申込書（搬出入口を利用する方のみ使用） 

 

 

 

 

 

１ 

第９５回全日本いけばなコンクール 



第 8 回いけばな大賞 2022 学生部門 

開催説明書 

  この説明書は必ず保護者・指導者の方にも目を通してもらってください。 

 

               １．スケジュール                               

 

 13：30～ 搬入       荷物を席に運ぶ（４ページ｢搬出入について｣参照） 

11

月 

19

日 

 

土

曜

日 

14：30～ 受付       シアター1010・10 階アトリエ受付で受審票を提示 

名札を受け取り、付ける。 

花材検査の準備  器にお水を入れる 席に花材を広げる 

荷物の整理、など（荷物置場を利用できます） 

15：00 花材検査     席に広げた花材を係員がチェックします。 

（３ページ「花材検査とチェックポイント」参照） 

15：15 生け込み開始   出品規定を守って、一人で作品を生けます。 

         （３ページ「出品規定」参照） 

大きさを確認したい時は会場内の係に声を掛けてください。 

         生け込みの間は携帯電話・スマートフォンなどは使用禁止です。 

         出来上がった作品の撮影もしてはいけません。 

         時間内に片付けまで終わらせてください 

（低学年は係がお手伝いします） 

         その他、生け込み中に何かありましたら、会場内係員に声を 

掛けてください。 

16：15 小学生の部       生け込み終了 

16：45 中学生の部・高校生の部 生け込み終了 

 

11

月

20

日 

 

日

曜

日 

09：20 

～10：45 

手直し      お水を入れ換える、傷んだお花を取り換える、など。 

         生け直しはしないでください。 

         保護者・指導者は作品に触れないでください。 

11：0０ 開場・展示     

審査結果発表   会場内に金･銀･銅賞受賞者のお名前を発表します。 

16：00 授賞式      11階ギャラリー内特設会場にて受賞者の表彰を行います。 

         銅賞以上の入賞者は全員ご参加ください。 

17：00 閉場       

17：00 

～18：00 

揚げ花      代理でも可。 

         ごみを含めすべてをお持ち帰りください。 

         忘れ物が無いように注意してください。 

 

２ 



                 ２．持ち物                          

～ 注意 ～ 

持ち物にはすべて記名してください。 

ごみは全てお持ち帰りください 
 

霧吹き･ポンプなど、いつもお花を生ける時に

使っているものもお持ちください。 

忘れ物があっても貸せません。 
 

荷物置場を設けます。展示に必要ないものは

ひとまとめにして置いてください。 

（紛失等の責任は負いかねます） 

 

               ３．出品規定                                   

出品規定に違反すると、獲得点数から減点（3 点～5 点）されます。 

よく読んで規定にあった作品を生けてください。 

 

①生け込みは終了まで出品者一人で行うこと。会場の係員は一切手を貸すことは出来ません。 

②作品は全て会場で制作してください。 

事前に下生け(作品を生けてみる事)は可能ですが、完成したパーツ・それに近い物は持ち込めません。 

③花材検査では、監査委員（花材検査係）の指示に従ってください。 

④植物が主役の作品にしてください。異質物(植物以外のもの)のみの作品は認められません。 

⑤作品は自分で考えたものにしてください。模倣的な物は出せません。 

⑥作品の大きさ(幅 60 ㎝・高さ 100 ㎝・奥行 60 ㎝を超えない)を守ってください。 

⑦生け込み開始の合図までは、花器に花を入れないこと。 水・花留は入れてもよいです。 

 

            ４．花材検査とチェックポイント                           

受付終了後に、お持ちになった花材が規定に即しているかの花材検査を行います。 

当日は受付を済ませたら、花席で花材を見やすいように広げてください。 

花材検査の主なチェック項目は下記の通りです。違反すると減点されます。 

 

格花  自由花 

楔や撓めなどで枝の形が作られていないこと 
要
点 

花材・部材が形作られていないこと 

パーツが組まれていないこと 

枝物：楔が入れてある 曲げてある 

枝同士を針金や金属で留めてある 

草･葉：束ねている・茎に針金を入れてある 

極端に切ってある 

などは違反とみなします。 

詳
細 

花材・部材を形作ってある(曲げる･切取るなど) 

パーツが独立していない状態(組む・束ねる・固め

る・繋げるなどがみられる) 

などは違反とみなします。 

※事前に加工した竹・枯木などは持ち込めません 

ご自分の作品に関して不安などありましたら、展覧会前にメール・書面・FAＸでお問い合わせください。 

監査委員より返信を差し上げます。（６ページ「お問い合わせ」参照） 

３ 

いけばな大賞 2022 学生部門・受審票 

お花 

花器・花留め(剣山・オアシスなど) 

はさみ 

バケツ・水差し 

ビニールシートなどの敷物 

ふきん・雑巾・ごみ袋などの清掃用具 

その他必要な道具 

マスク  など 

 



                 ５・賞                                   

審査の結果優秀な成績を修めた方には、下記の賞を授与します。 

小学生の部 

金賞  

銀賞 

銅賞  

 中学生の部 

金賞～審査員特別大賞 1 作 

銀賞     3 作 

銅賞     3 作 

 高校生の部 

金賞～東京都教育委員会賞 1作

銀賞    3作 

銅賞    3作 
 
 

                ６．その他                  

 
Ⓐ生け込み中の不慮の事故への対応             
隣の作品が倒れるなど、作品に接触しての 

事故があった場合は『作品は修復可能か？』

を基準に判断します。 

可能な場合   生け込み時間の延長・監査 

委員による補助 

不可能な場合  出品を断念（棄権）・出品 

料を返還。 

その他の事態については監査委員がその場

で判断いたします。 

 

Ⓑごみの扱い             
ごみは全てお持ち帰りください。 

会場での廃棄は出来ません。 

 

Ⓒ 給 排 水                   
上下水道は使用できません。 

生け込み・手直しには会場内に設置する給排

水バケツ（に入った水）をご利用ください。 

利用後は清掃にご協力ください。 

 

Ⓓ作品写真              
生け込み日（19 日）に写真業者が申し込を 

受付けます。（カラー2枚 6,000 円税込み） 

 Ⓔいけばな大賞 2022作品集       
会期中に受付でお申し込みください。 

予約制で受注生産、後日お渡しとなります。 

掲載：前期展全部門(学生部門を含む)の作品 

      フリースペースの部受賞作品 

価格：1 冊 3,000円 

お支払：申込時にお渡しする振込票で送金 

         送金期限 2022 年 12 月 25 日  

※送金の無い場合はキャンセルとします 

お渡し：2023年 1 月頃 郵送 

 

Ⓕ作品の著作権             
当委員会が出品作品を撮影し、参考資料等に 

使用する場合があります。 

その場合の著作権は当委員会に帰属します 

 

Ⓖコロナウィルス感染拡大防止の措置    
会場内ではマスクをご着用ください。 

感染防止のために係の指示に従って下さい。 

体調が悪い場合はご出品をお控えください。 

 

Ⓗその他                       
貴重品はご自身で管理してください。 

花材置き場の整理整頓にご協力ください。 
 
 

    ７．搬出入について （保護者・指導者の方とご相談ください）                        

1 階搬出入口利用の有無により搬入経路が異なります。 

        ①1 階搬出入口を利用                

対象：車両と台車を使用する方 

   (大型･大量の荷物,複数名分の荷物) 

経路：Ⓐルート(搬出入専用ルート) 

1 階搬出入口にて荷下ろし、専用 EVと通路

を台車で移動。 

注意：「1 階搬出入口利用申込」が必要 

   台車をご用意ください。    

      ②搬出入口を利用しない            

対象：台車を使わない方（ショッピングカート・

キャリーカート等は可） 

経路：Ⓑルート(一般客用エレベーター) 

   B3で駐車場・B1,1F,2F で駅に直結 

注意：花展以外のお客様に迷惑にならないよう 

梱包等ご配慮ください。 

一般駐車場の料金は各自負担のこと 

 

４ 



 

シアター1010・1０階搬入経路図 

 

 

 

          ８．いけばな大賞２０２２ 表彰式                      

日時 2023 年 1月 14 日（土） 

開場 ロイヤルパークホテル ロイヤルホール 

 皆様ぜひご参加ください。 

 受賞者は表彰されますので必ず出席してください。詳しくは後日ご案内します。 

 

          ９．保護者・指導者の皆様へのお願い              

①使える道具の用意  ハサミなどの道具類はお子様が扱える物を用意し、事前に使い方の指導をお願い 

します。 

②花材選び      切りづらい・挿しにくいなどでお子様が困らないよう、花材を選んでください。 

③自己責任でご参加ください。係員は配置しますが万全の保証は出来かねます。 

 

生け込みには細心の注意をはらいますが、展覧会の趣旨のもと手を貸すことは出来ません。 

お子様が完成まで楽しんでお花を生けられるよう、ご配慮・ご協力をお願いします。 

５ 

■1階搬出入口利用申込について■ 

指定された時間（10分間以内）に搬出入口を利用できます。 

搬出入口に停車できる車両数が限られるため事前申込制 

搬出時も申込・時間指定・経路など搬入に準じます。 

申込：『1 階搬出入口利用申込書』に必要事項を記入し、10 月 31 日までに郵送または FAX 

希望時間の調整後、搬出入口の利用可能時間と資料・搬出入票を郵送します。 

注意事項：後日郵送する資料の注意事項をよくお読みの上、当日は車両に搬出入票を 

提示し指定の時間内に停車・搬入してください。 

搬出入口に駐車は出来ません。荷下ろし後すぐに車両を移動してください。 

搬出入経路詳細：エレベーターサイズ 幅 5m×高さ 3m 

 



                １０．開催期間中の連絡先              

「いけばな大賞 2022」開催期間中は事務所不在の為、連絡は下記にお願いします。 

●緊急連絡先 090－6160－6214（田中一秀理事長） 

 

 

              １１．お問い合わせ                

お問い合わせは・ご質問は下記までメール・FAX・書面でお願いします。 

なお、「いけばな大賞 2022」ウェブサイトに皆様からのご質問とその回答を順次掲載しています。 

ご参照ください 

いけばな大賞２０２２実行委員会 

一般社団法人 帝国華道院 

〒170－0003 東京都豊島区駒込３－４－２ ６階 

TEL/FAX ０３－３９１６－２８００ 

https://www.kadouin.com 
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