
別紙３ 

ポスター、はがき、パンフレット等宣伝物に記載する内容 

 

１ 共通事項 

（１）ポスター、リーフレット、はがき、パンフレット共通の今年度の県芸術祭イメージデザイン 

（２）下記の３～７については、それぞれに記載を予定している事項。実際に作成する際には若干

の変更がある。 

（３）前年制作物（リーフレット・はがき・パンフレット）は、当財団にて配布可。 

 

 

 

２ 募集要項（展開サイズ：H297×W 約 840mm 仕上がり A4四つ折り仕様  4c/1c） 

（前年度募集要項は、当財団にて配布可。） 

 ※現状、公募部門 3部門（写真・美術・書道）それぞれ別様式の募集要項及び出品票を作成してい

るが、今年度より 3部門の募集要項を 1つの冊子にまとめた様式に変更するため、支給データを元に

したレイアウト作業、及び印刷を見込むこと。なお、仕様は変更となる可能性がある。 

 

 

 

３ 作品募集告知ポスター（B2版 4c/0c） 

第 44回沖縄県芸術文化祭、OKINAWA ART&CULTURE FESTIVAL 2015 

 公募展作品 募集開始 

 募集部門 美術 写真 書道 

 応募締切  

    書道部門 8月 4日（火） 

    写真部門 8月 7日(金)・8月 8日(土) 

    美術部門 8月 21日（金）・8月 22日（土） 

  ※書道部門のみ、県内表具店にて作品受付 

   詳しくは募集要項をご確認下さい。 

    

 【本展開催期間】 美術・写真・書道 公募展【入場無料】 

      会場 県立博物館美術館 平成 27年 11月 7日（土）～11月 15日（日） 

 

 主催 沖縄県 （公財）沖縄県文化振興会 

 共催 ●●市、●●町、●●協会 

 後援 ●●社、●●社、●●社 

  ※共催、後援については後日指示いたします。 

 文化力のロゴマーク（予定） 

 お問い合わせ先 （公財）沖縄県文化振興会 ０９８－９８７－０９２６ 

 

  



４ 公募展開催告知ポスター（B2 版 4c/0c） 

第 44回沖縄県芸術文化祭、OKINAWA ART&CULTURE FESTIVAL 2015 

 【展示部門】 美術・写真・書道 公募展【入場無料】 

      本   展 県立博物館美術館 平成 27年 11月 7日（土）～11月 15日（日） 

      写真選抜展 東村立山と水の生活博物館 平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

            恩納村立博物館      平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

 

 【舞台部門】 伝統芸能公演 ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

               ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

 

 主催 沖縄県 （公財）沖縄県文化振興会 

 共催 ●●市、●●町、●●協会 

 後援 ●●社、●●社、●●社 

  ※共催、後援については後日指示いたします。 

 文化力のロゴマーク（予定） 

 お問い合わせ先 （公財）沖縄県文化振興会 ０９８－９８７－０９２６ 

 

 

 

５ リーフレット（A2版/田の字４つ折り加工 仕上がり A4）4c/4c 

 （１）表（フルカラー） 

  沖縄県芸術文化祭、OKINAWA ART&CULTURE FESTIVAL 2015 

  主催 沖縄県 （公財）沖縄県文化振興会 

  共催 ●●市、●●町、●●協会 

  後援 ●●社、●●社、●●社 

   ※共催、後援については後日指示いたします。 

  文化力のロゴマーク（予定） 

  お問い合わせ先 （公財）沖縄県文化振興会 ０９８－９８７－０９２６ 

     

 （２）裏（フルカラー） 

  平成２７年度 沖縄県芸術文化祭開催スケジュール 

 【展示部門】 美術・写真・書道 公募展【入場無料】 

       本   展 県立博物館美術館 平成 27年 11月 7日（土）～11月 15日（日） 

       写真選抜展 東村立山と水の生活博物館 平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

             恩納村立博物館      平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

 【体験教室】（会場・受付/県立博物館・美術館１階 特設スペース他） 

   書道体験教室 定員●名まで 参加無料 11月●日（●）・●日（●）・●日（●）●●～●●  

   写真体験教室 定員●名まで 参加料 ●円 11月●日（●）・●日（●）●●～●● 

   美術体験教室 定員●名まで 参加料 ●円 11月●日（●）・●日（●）●●～●● 

 

 【舞台部門】 伝統芸能公演 ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

               ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

 

 【お問い合わせ先】 （公財）沖縄県文化振興会 ０９８－９８７－０９２６ 

 

 （３）中面（フルカラー） 

  平成２７年度沖縄県芸術文化祭連携行事（おおむね 20～30イベント見込み）の紹介 

  （開催日時、開催場所、紹介文、連絡先、イメージ写真等） 

  沖縄全島の開催状況地図 

  新都心エリアの開催状況詳細地図 など  



６ はがき（はがき版 １ｃ/４ｃ） 

 （１）表（オモテ） 

   「ＰＯＳＴ ＣＡＲＤ」の文字、切手枠、郵便番号記入枠 

 （２）裏（ウラ） 

  沖縄県芸術文化祭、OKINAWA ART&CULTURE FESTIVAL 2015 

 【展示部門】 美術・写真・書道 公募展【入場無料】 

       本   展 県立博物館美術館 平成 27年 11月 7日（土）～11月 15日（日） 

       写真選抜展 東村立山と水の生活博物館 平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

             恩納村立博物館      平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

 【舞台部門】 伝統芸能公演 ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

               ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

 

  主催 沖縄県 （公財）沖縄県文化振興会 

  共催 ●●市、●●町、●●協会 

  後援 ●●社、●●社、●●社 

   ※共催、後援については後日指示いたします。 

   文化力のロゴマーク（予定） 

   お問い合わせ先 （公財）沖縄県文化振興会 ０９８－９８７－０９２６ 

 

 

７ パンフレット（A4版 フルカラー中綴じ） 

 表紙 

  沖縄県芸術文化祭、OKINAWA ART&CULTURE FESTIVAL 2015 

 表紙裏 

  平成２７年度 沖縄県芸術文化祭 開催日程 

 沖縄県芸術文化祭、OKINAWA ART&CULTURE FESTIVAL 2015 

 【展示部門】 美術・写真・書道 公募展【入場無料】 

       本   展 県立博物館美術館 平成 27年 11月 7日（土）～11月 15日（日） 

       写真選抜展 東村立山と水の生活博物館 平成 27年●月●日（●）～●月●日（●） 

             恩納村立博物館      平成●年●月●日（●）～●月●日（●） 

 

 【舞台部門】 伝統芸能公演 ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 

               ●●市 ●●●センター 平成 27年●月●日(●) 
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