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◎募集内容 

●事業概要 

「復興五輪」と位置づける 2020 年東京オリンピック・パラリンピックが開催される年に、障が

い者アートによる復興支援を目的に、全国の障がいのある方もない方も、多くの方からお寄せい

ただいた羽根の絵を集めて復興のシンボルである「不死鳥（フェニックス）」の絵を制作します。

完成した不死鳥（フェニックス）の絵はウォールアートとして東北地方の被災地などで掲示し、

皆さんの思いを届ける予定です。 

 

●募集内容 

不死鳥（フェニックス）の羽根の絵画又はぬりえ作品を募集します。 

羽根とは、右に示すような 1 枚の羽毛を指し、翼全体を指すものではありま 

せん。（応募方法は後述）  

 

◎応募方法 

●募集期間 

令和 2年 1月 6 日（月）～2月 28 日（金） 

 

●作品の提出方法 

後述の「① ぬりえ用の用紙を使用して応募」、「② 自由に描いた羽根の絵を応募（ぬりえ用の用

紙を使用しない場合）」のそれぞれの方法で（①、②両方での応募も可。）、制作した用紙（原画）

を、後述の応募先に郵送又は直接持込みのいずれかで提出してください。 

なお、出品に係る費用（梱包、配送料等）は応募者各自で御負担ください。 

※直接申込みの場合は、募集期間中の土日祝日を除く平日 9 時～17 時にお願いします。 

 

① ぬりえ用の用紙を使用して応募 

●テーマカラー 

指定されたテーマカラー（後述）を中心に使用してください。 

ぬりえ用の用紙①～③の中からお好きなぬりえを選んでください。（一人何作品でも可） 

 

●紙のサイズについて 

A4 サイズ（縦 297×横 210mm）を基本とします。 

※A4 サイズ以上でぬりえをする場合は、A3 サイズ（420×297mm）以内。 

 

●紙の種類 

本応募パンフレットのぬりえ用の用紙（複数名利用する場合はコピーして使用しても可。）

もしくは、データを第 35 回国民文化祭・みやざき 2020、第 20 回全国障害者芸術・文化祭
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みやざき大会 HP（https://www.pref.miyazaki.lg.jp/miyazaki2020/）よりダウンロードい

ただき白紙にプリントアウトし、その用紙にぬりえすること。 

 

●画材について 

・絵の具、色鉛筆、クレヨン、ポスターカラー、クーピーペンシル、ポスカ、マジックペン

など自由です。 

・平面絵であれば、貼り絵、切り絵も可。ただし、他の作品を汚すおそれがあるもの、取扱

いが困難な作品は不可。 

※蛍光色、ラメ入り絵の具を使用いただくことは可能ですが、印刷再現ができませんので、

御了承ください。 

 

●記入事項について 

表面にある記載欄に必ず「お住まいの市町村名」「所属先名（施設・学校名）」「性別」「年齢」

を明記してください。 
 

② 自由に描いた羽根の絵を応募（ぬりえ用の用紙を使用しない場合） 

●テーマ 

あなたが思う「希望の羽根」を１枚描いてください。（一人何作品でも可） 

背景色は塗らずに、羽根のみ描いてください。 

 

●テーマカラー 

指定されたテーマカラー（後述）を中心に使用してください。 

 

●紙のサイズ・種類について 

「A4 サイズ画用紙」、「八つ切り画用紙」、「コピー用紙 A4 サイズ」のいずれかの白紙を縦

型に使用してください。 

 

●画材について 

・絵の具、色鉛筆、クレヨン、ポスターカラー、クーピーペンシル、ポスカ、マジックペン

など自由です。 

・平面絵であれば、貼り絵、切り絵も可。ただし、他の作品を汚すおそれがあるもの、取扱

いが困難な作品は不可。 

※蛍光色、ラメ入り絵の具を使用いただくことは可能ですが、印刷再現ができませんので、

御了承ください。 

 

●裏面について 

作品の裏に必ず「お住まいの市町村名」「所属先名（施設・学校名）」「性別」「年齢」を明記

してください。 

※表の作品に裏写りしないよう注意してください。 
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◎応募上の注意点 

●テーマカラーの指定 

 7 色のレインボーカラーの不死鳥（フェニックス）の絵を制作します。つきましては、地域ご

とにテーマカラーを指定しますので、絵を描く際は、お住まいの地域のテーマカラーを多く使

用して色を塗ってください。（指定されたテーマカラー以外の色を使用してもかまいません。） 

県内
・

在住の方 県外
・

在住の方 テーマカラー 

宮崎市、東諸県郡 九州地方（宮崎県除く。） 赤 

都城市、小林市、えびの

市、北諸県郡、西諸県郡 
近畿地方 オレンジ 

延岡市、西臼杵郡 関東地方 黄 

日南市、串間市 北海道、東北地方 紫 

日向市、東臼杵郡 中部地方 青、水色 

西都市、児湯郡 中国地方、四国地方 緑 

 

●応募について 

・本人が描いた未発表の作品に限ります。 

・作品の作者が未成年の場合は、この応募内容について保護者の了承を得てください。 

・応募は一人何作品でも可。 

・応募作品は返却しません。 

 

●その他 

・応募作品が採用にならない可能性もあります。予め御了承ください。 

・線が細いもの、色が薄い場合は補正するなど手を加える場合があります。御了承ください。 

・原画の著作権等一切の権利は宮崎県に帰属します。 

・作品につきましては、主催者が自己の事業のために自由に利用できる権利を許諾していただき 

ます。 

・今回収集した個人情報は本事業以外には利用しません。 

 

《応募先  お問合せ先》 

第 35 回国民文化祭・みやざき 2020 第 20 回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会 

「不死鳥（フェニックス）ウォールアート事業」事務局 
 

〒880-8501 宮崎市橘通東 2 丁目 10 番 1 号 国民文化祭・障害者芸術文化祭課内 

電話：0985－26－7412 

 



「第 35 回国民文化祭・みやざき 2020」「第 20 回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」 

『不死鳥（フェニックス）ウォールアートデザイン』 イラスト募集要領 

 

1 募集期間 

令和 2 年 1 月 6 日（月）～2 月 28 日（金） 

※郵送の場合は締切日消印有効 

2 募集内容 

・不死鳥（フェニックス）を構成する「希望の羽根」（右図参照）を描いて 

ください。 

 ※羽根の絵をスキャンしてデータ化し、それらを並べて翼を形成し、ひとつの 

不死鳥（フェニックス）の絵を制作します。 

・色を塗る際は、各地域に割り振られたテーマカラー（5 の「テーマカラー」参照）を主に使 

用してください。 

・ぬりえ又は自由に描いて羽根の絵を制作し、それぞれ以下の点に注意してください。 

① ぬりえの場合 

・複数点の応募可。 

・用紙は、パンフレットのぬりえ用紙及び公式 HP 上のデータをプリントアウトしたも 

のを使用してください。 

   ・用紙のサイズは、原則 A4（縦 297×横 210mm）としますが、A3（縦 420×297mm） 

以内であれば可とします。 

   ・記載欄に、「お住まいの市町村」「所属先名（施設・学校名）」「性別」「年齢」を明記し 

てください。 

② 自由に描く場合（ぬりえ用の用紙を使用しない場合） 

・複数点の応募可。 

・「A4 サイズの画用紙」「八つ切り画用紙」「コピー用紙 A4 サイズ」のいずれかの白紙 

を縦型に使用してください。 

・作品の裏に「お住まいの市町村」「所属先名（施設・学校名）」「性別」「年齢」を明記 

してください。 

※表の作品に裏写りしないよう注意。 

共通事項 

・画材は、絵の具、色鉛筆、クレヨン、ポスターカラー、クーピーペンシル、ポスカ、 

マジックペンなど自由に使用してください。 

・平面絵であれば、貼り絵、切り絵も可。ただし、他の作品を汚すおそれがあるもの、 

取扱いが困難な作品は不可。 

※蛍光色、ラメ入り絵の具も使用可ですが、印刷再現ができませんので御了承くださ 

い。 

 

 



3 応募方法 

・制作した用紙（原画）を、4 の「応募先」に示す応募先に郵送又は直接持込みのいずれかに 

より提出してください。 

※直接申込みの場合、募集期間中の土日祝日を除く平日 9 時～17 時に提出してください。 

・出品に係る費用（梱包、配送料等）は応募者負担とします。 

4 応募先 

第 35 回国民文化祭・みやざき 2020 第 20 回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会 

「不死鳥（フェニックス）ウォールアート事業」事務局 

〒880-8501 宮崎市橘通東 2 丁目 10 番 1 号 国民文化祭・障害者芸術文化祭課内 

電話：0985－26－7412 

5 テーマカラー 

7 色のレインボーカラーの不死鳥（フェニックス）を制作するため、地域ごとにテーマカ 

ラーを指定します。指定されたテーマカラーを主に使用してください（指定色以外のテーマ 

カラーの使用することも可）。 

県内
・

在住の方 県外
・

在住の方 テーマカラー 

宮崎市、東諸県郡 九州地方（宮崎県除く。） 赤 

都城市、小林市、えびの

市、北諸県郡、西諸県郡 
近畿地方 オレンジ 

延岡市、西臼杵郡 関東地方 黄 

日南市、串間市 北海道、東北地方 紫 

日向市、東臼杵郡 中部地方 青、水色 

西都市、児湯郡 中国地方、四国地方 緑 

6 著作権等 

応募作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。）、商品化権、使用 

権、商標権その他一切の権利は、宮崎県及び第 35 回国民文化祭宮崎県実行委員会、第 20 回 

全国障害者芸術・文化祭実行委員会に帰属します。応募者は応募作品に関し、著作者人格権 

に基づく権利行使は行わないこととします。 

7 作品の採用について 

・応募作品が採用にならない可能性もあります。あらかじめ御了承ください。 

・線が細いもの、色が薄い場合は補正するなど手を加える場合があります。御了承ください。 

8 その他 

 ・本人が描いた未発表の作品に限ります。 

 ・コピー不可。原画を提出してください。 

・応募作品の作者が未成年の場合は、この応募内容について保護者の了承を得てください。 

・応募は一人何作品でも可。 

・応募作品は返却しません。 

・今回収集した個人情報は本事業以外には利用しません。 
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