第３３回近畿高等学校総合文化祭（三重大会）

書 道 部 門 実 施 細 目
１ 日

時

平成２５年１１月９日（土）〜１０日（日）
(1) 展示期間
１１月 ９日（土）９：３０〜１７：００
１１月１０日（日）９：３０〜１５：３０
(2) 行
事
１１月 ９日（土） 受 付
開会式
講評会
交流会

２ 会

場

３ 部門事務局

１０：３０〜１１：００
１１：００〜１１：１５
１１：１５〜１２：１５
１３：００〜１５：００（閉会式を含む）

三重県文化会館（三重県総合文化センター内）
〒514-0061 三重県津市一身田上津部田 1234
TEL059-233-1113 FAX059-233-1115
(1) 展示

第２ギャラリー

(2) 行事

レセプションルーム

〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸 4 丁目 1-80
かんべ

三重県立神戸高等学校内

たけしま

ひであき

竹嶋 秀聡

TEL 059-382-0071 FAX 059-384-5239
E-mail takesima.hi@mxs.mie-c.ed.jp
４ 行事次第
(1) 開会式
１１：００〜１１：１５
① 開会宣言
三重県高等学校書道部門 代表生徒
② 歓迎のことば
三重県高等学校書道部門 代表生徒
③ 開会のあいさつ
三重県高等学校書道部門 部会長
(2) 講評会
１１：１５〜１２：１５
① 開会宣言
三重県高等学校書道部門 代表生徒
② 講師紹介
三重県高等学校書道部門 理事長
③ 作品講評
三重県立亀山高等学校教諭 工藤雅俊
（日展会友、読売書法会理事、謙慎書道会常任理事）
(3) 交流会
１３：００〜１４：５０
① 開会宣言
三重県高等学校書道部門 代表生徒
② 制作方法説明
三重県高等学校書道部門 代表生徒
③ 作品制作
各班に２名ずつ「手ほどき生徒」が補助
(4) 閉会式
１４：５０〜１５：００
① 開会宣言
三重県高等学校書道部門
② 大会閉会のことば
三重県高等学校書道部門
③ 次期開催県あいさつ 福井県高等学校書道部門
④ 大会閉会宣言
三重県高等学校書道部門

代表生徒
代表生徒
代表生徒
代表生徒

５ 参加校への連絡事項
【交流会について】
さんじゅうそう

交流会テーマ 「みえの 三 重 創」〜三重の特産・伝統工芸を使って〜
●交流会は、三重県の特産品を使っての作品制作を行います。
おわせ

すずか

まつさか

ハガキ大の木の板【尾鷲ひのき】に墨【鈴鹿墨】を用いて書を書き、布【松阪もめん】でおおった
色紙に貼ります。
（色紙サイズ ２７３×２４３㎜）
●５〜６名ほどの班に分かれて実施します。各班ごとに自己紹介を行うので、あらかじめ工夫し
た内容を考えてきてください。
内容
①概要説明
②自己紹介
③作品制作
１）
【鈴鹿墨】で磨墨します。
２）ハガキ大の【尾鷲ひのき】の板に揮毫します。
３）台紙を作ります。
色紙の表面に両面テープで【松阪もめん】を貼ります。
４）台紙に【尾鷲ひのき】板の書作品を貼り付けます。
④各班で交流（鑑賞・記念撮影）
。
参加者の準備物

作品例 （生徒作品）

①ハガキ大の作品原稿
好きな言葉、文字を考えておいてください（文字数や内容等は自由）
。
【尾鷲ひのき】板に直接
書きます。制作がスムーズに行えるよう必ず準備してきてください。
②筆
ハガキ大の【尾鷲ひのき】板に直接書くのに使います。作品の文字数や大きさに応じた太さの
筆を準備してきてください。会場の都合により、使用後は洗うことができません。
③落款印・印泥
必要に応じて準備してきてください。
※上記以外の道具類は、三重県で準備します。
【弁当販売等について】
①宿泊サポート室を通じて申し込んだ弁当は、レセプションルーム前にて販売します。
②大・中・小ホール以外での飲食は可能です。
【救護等について】
①救護が必要な場合は、受付までお申し出ください。救護室（大ホール楽屋７）まで案内します。
②会場から医療機関への移送には、参加校関係者の付添いをお願いします。
③医療機関における医療費および移送費等、受診にかかる費用は、受診者の負担となります。
④AED は、１階サービスセンター前に設置されています。

６ 参加校一覧
府県名
参
加
校
名
福井県立科学技術高等学校
福井県立坂井農業高等学校
福井県立若狭高等学校
福井県立武生高等学校
福井
福井県立高志高等学校
福井県立大野高等学校
福井県立武生商業高等学校
北陸高等学校
鳥取県立鳥取東高等学校
鳥取県立鳥取中央育英高等学校
鳥取
鳥取県立鳥取西高等学校
鳥取県立米子東高等学校
鳥取県立八頭高等学校
神戸市立神港高等学校
親和女子高等学校
兵庫
兵庫県立出石高等学校
兵庫県立明石南高等学校
甲南高等学校
清教学園高等学校
帝塚山学院泉ヶ丘高等学校
大阪
大阪府立今宮高等学校
大阪府立阿倍野高等学校
大阪府立平野高等学校
徳島県立小松島西高等学校
徳島県立阿波西高等学校
徳島
徳島県立新野高等学校
徳島県立穴吹高等学校
徳島県立鳴門渦潮高等学校
京都府立洛西高等学校（２点出品）
京都府立加悦谷高等学校
京都
京都府立宮津高等学校
立命館高等学校
奈良県立橿原高等学校
奈良県立五條高等学校
奈良
奈良県立桜井高等学校
奈良育英高等学校
奈良県立大宇陀高等学校
滋賀県立伊吹高等学校
滋賀県立甲西高等学校
滋賀
滋賀県立大津高等学校
滋賀県立膳所高等学校
滋賀県立河瀬高等学校
和歌山県立星林高等学校
和歌山県立向陽高等学校
和歌山県立紀央館高等学校
和歌山県立耐久高等学校
和歌山
和歌山県立神島高等学校
和歌山県立日高高等学校
和歌山県立新宮高等学校
海南市立海南下津高等学校
三重県立いなべ総合学園高等学校
三重県立稲生高等学校
三重県立桑名高等学校
高田高等学校
三重
三重県立四日市西高等学校
三重県立津高等学校
三重県立名張桔梗丘高等学校
三重県立宇治山田高等学校
三重県立神戸高等学校
三重県立伊勢高等学校

７ 三重県総合文化センターまでの交通及び周辺地図
■鉄道／ 近鉄名古屋線 津駅下車、
JR 紀勢本線 津駅下車、
伊勢鉄道 津駅下車
※名古屋から約 1 時間・大阪から約 1 時間 40 分
■バス／津駅西口から約 5 分(三重交通路線バス)
総合文化センター行き・夢が丘団地行き（番号 89）乗車
総合文化センター前・総合文化センター 下車すぐ
■徒歩／津駅西口から約 25 分、
江戸橋駅から西へ向かい約 20 分
■タクシー／津駅西口から約 5 分
■自家用車 ／伊勢自動車道芸濃インターから約 15 分
伊勢自動車道津インターから約 10 分
無料駐車場(1,400 台)有り

出点数

８点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

５点

８点

１０点

８ 三重県総合文化センター内の案内図など
【１階】

【２階】

●携帯電話によるアクセス方法 （以下のＵＲＬを直接入力またはＱＲコードの読みとり）

http://www.center-mie.or.jp/m/
※ バーコード（ＱＲコード）が読みとり可能な携帯では、右の画像を
読みとることで簡単にアクセスすることができます。

