絵で伝えよう！
私のまちのたからもの

おきなわの観 光

●絵画コンクール
18回

第

かりゆしグループ／

沖縄県ユネスコ協会 共同開催

最優秀作品賞
小学校（低学年の部）
仲里茉莉

小学校（高学年の部

）沖縄県ユネスコ協
会会長賞
宜保百香

秀作品賞
高等学校の部 最優
玉城夏穂
中学校の部 最優秀作品賞
富村綺音

中学校の部
沖縄県ユネスコ協会会長賞
平良ハイディアン

小学校（高学年の部） 最優秀作品賞
阿波根嘉那

会長賞
ユネスコ協会
の部）沖縄県
阿波根千芽

年
小学校（低学

高等学校の部 沖縄県ユ
ネスコ協会会長賞
志良堂由莉奈

【小学校低学年の部】
【 小学校高学年の部】
【 中学校の部】
【 高等学校の部】に分けて審査いたします。

賞状＋沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ宿泊券家族４名様＋図書カード5千円＋副賞 もれなく参加賞
最優秀作品賞
よ！
もらえる
賞状＋暖琉満菜ペアディナー券＋図書カード5千円＋副賞
沖縄県ユネスコ協会会長賞
各部門 1 名
優 秀 作 品 賞 （計
4 名） 賞状＋暖琉満菜ペアディナー券＋図書カード3千円＋副賞
各部門 2 名
審査員特別賞 （計 8 名） 賞状＋暖琉満菜ペアランチ券＋図書カード3千円＋副賞
各部門 4 名
佳
作 （計
16 名） 賞状＋図書カード2千円＋副賞
シャープナー付き
学 校 特 別 賞 賞状＋図書カード5千円＋副賞
各部門１名
（計 4 名）
各部門 1 名
（計 4 名）

（多数ご応募いただいた学校を対象に学校特別賞を授与します。）

2019

応募
締切

9/30
（月）

色えんぴつセット

＊各賞の受賞数は応募作品数により変動します。＊応募者全員に参加賞を進呈します。＊入賞者の皆様は、
ビーチクリーン＆ビーチコーミング活動にご参加いただけます。

主催／

かりゆしグループ 共催／

沖縄県ユネスコ協会

後援／沖縄県 那覇市 沖縄県教育委員会 恩納村教育委員会 沖縄県小学校長会 沖縄県中学校長会 沖縄県高等学校長協会 国立大学法人琉球大学国際地域創造学部
沖縄国際大学産業情報学部産学協力会 公立大学法人名桜大学国際学群観光産業専攻 沖縄県観光教育研究会 （一財）沖縄観光コンベンションビューロー （一社）日本ホテル協会沖縄支部
（一社）沖縄県ホテル協会 沖縄都市モノレール㈱ 沖縄ツーリスト㈱ NHK 沖縄放送局 沖縄テレビ放送㈱ 琉球放送㈱ 琉球朝日放送㈱ ㈱エフエム沖縄 ㈱琉球新報社
㈱沖縄タイムス社 ㈱宮古毎日新聞社 宮古新報㈱ ㈱八重山毎日新聞 ㈱八重山日報社 （順不同）

開催趣旨
沖縄の観光をテーマに、沖縄の未来を担う子どもたちが
沖縄の特性ある自然や歴史、郷土の価値を再認識すると
共に、観光や文化、世界遺産に対する理解を高めること
を目的に開催します。
応募対象
沖縄県内在住の小学校、中学校、高等学校の児童・生徒・
学生（グループ・クラス・学校単位での応募も大歓迎）
作品のテーマ
「おきなわの観光」 ※タイトルは自由
あなたの夢や願いをこめた「おきなわ」を描いて下さい。
（例）・自然、建物、観光地、伝統芸能、伝統工芸、世界遺産など
・まだまだ皆に知られていない、あなたの町の宝物
・未来の観光スポットになりそうな場所・風景
応募方法
１）四つ切画用紙（38 ㎝ ×54 ㎝）縦横自由
２）水彩、クレヨン、色鉛筆などの画材自由
３）応募用紙、又は別紙に①〜⑧をご記入の上、作品の
裏面左下に貼付け「観光人材育成事業 事務局」まで
ご郵送下さい。
①作品のタイトル ②氏名（フリガナ） ③住所（自
宅又は学校） ④電話番号（自宅・携帯又は学校）
⑤学校名 ⑥学年 ⑦応募動機（どこでコンクール
を知りましたか？番号をご記入下さい。）
１. 学校 ２. インターネット ３. テレビ ４. ラジオ
５. チラシ・ポスター ６.Facebook ７. その他
⑧作品の説明（何を描いたのか、１〜３行程度でご記入下
さい。）
【個人 応募の場合】応募用紙、又は別紙に①〜⑧を
ご記入の上、作 品 の 裏 面 左 下に貼 付 け、「観 光 人
材 育成 事 業 事務局」までご郵送下さい。
【学校・団体応募の場合】応募用紙に学校・団体の
住所・電話番号・担当の先生の名前をご記入の上、
作品の裏面左下に貼 付け、「観 光 人材 育成 事 業 事
務局」までご郵送下さい。応募者のリストも併せて
お送り下さい。団体用応募者リストは HP にてダウ
ンロードください。

✂

第18回「おきなわの観光」絵画コンクール

応 募 用 紙

タイトル

応募締切
2019年9月30日（月）
※当日消印有効 弊社運営の各ホテルへの持ち込み可
※締切りを過ぎた作品は受付けかねますので、
予めご了承下さい。
※ご応募いただいた個人情報は当事業以外では使用いたしません。
※個人・団体応募問わず、参加賞含む賞の進呈は学校宛と致します。

表彰
【小学校低学年の部】【小学校高学年の部】【中学校の部】
【高等学校の部】に分けて審査いたします。
●最優秀作品賞 各部門１名（計４名）
賞状＋沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ宿泊券家族４名様＋
図書カード５千円＋副賞

●沖縄県ユネスコ協会会長賞

各部門１名（計４名）

賞状＋暖琉満菜ペアディナー券＋図書カード５千円＋副賞

●優秀作品賞

各部門１名（計４名）

賞状＋暖琉満菜ペアディナー券＋図書カード３千円＋副賞

●審査員特別賞

各部門２名（計８名）

賞状＋暖琉満菜ペアランチ券＋図書カード３千円＋副賞

●佳作

各部門４名（計16名）

賞状＋図書カード２千円＋副賞

●学校特別賞

賞状＋図書カード５千円＋副賞
（多数ご応募いただいた学校を対象に学校特別賞を授与します。）
＊各賞の受賞数は応募作品数により変動します。
＊応募者全員に参加賞を進呈します。
＊入賞者の皆様は、ビーチクリーン＆ビーチコーミング活動にご参加いただけます。

入賞発表
2019年10月中旬
入賞者は学校へ通知、弊社ホームページにて発表。

表彰式
2019年11月23日（土）沖縄県男女共同参画センターてぃるる

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパにて入賞・
入選作品の展示会を開催。
Okinawa EXES Ishigakijima、沖縄県庁ロビー、沖縄
銀行本店、琉球銀行本店、その他県内医療機関および商
業施設にて入賞作品展示会を開催予定。

名
〒

住 所

・作品は未発表でオリジナルのものに限ります。（他のコン
クールに出品した作品は不可）
・応募作品には、メッセージ性のある文字や標語はご遠慮下さ
い。
・ポスター形式・デジタル作品ではないことをご了承下さい。
・入賞作品の著作権は主催者に帰属します。応募作品は、原則
返却いたしませんが、返却を希望の方は当事務局までお問い
合わせ下さい。但し、入選作品以上の場合は、返却はいたし
かねますので予めご了承下さい。
・入賞作品を主催者の機関紙、ホームページ等で使用、又は報
道機関に公表する場合がございますので、ご了承下さい。

入賞作品展

フ リ ガ ナ

氏

注意事項

（自宅・学校）
どちらかに○

送り先／お問い合わせ

電話番号

（

）

自宅・携帯
又は学校
どちらかに○

学校名
学

年

どこでコンクールを
知りましたか？

作品の説明
※作品裏面左下に貼付して下さい。

〒900−0016 沖縄県那覇市前島３−25−1 とまりんビル3F
（株）かりゆし 観光人材育成事業 事務局
TEL：098−861−7706
FAX：098−861−7767
E-mail：okinawa-kanko@kariyushi.co.jp
URL：www.kariyushi.co.jp

詳しくは
webへ!!

かりゆしホテルズ

検索

