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令和 3 年 1 月 11 日「成人の日」、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、京都市などが主催する

記念式典が左京区岡崎の京都市勧業館 ( みやこめっせ ) とロームシアター京都の 2 会場に分散して、そ

れぞれ各２回、密を避けるため計 4回の式典が開催された。

当日は晴天に恵まれ、式典に参加する新成人はマスク姿で、女性は色とり

どりの振袖姿で、会場周辺はコロナ禍を感じさせず大変華やいでいた。今年

の新成人は全国で124万人（その内、女性が60万人）前年比2万人増加となり、

京都府内の新成人は 2万 7358 人で昨年より 137 人増加となった。

会場周辺の様子は、式典が始まるまで、密を避けるため、岡崎公園・平安

神宮周辺で親しい友人とスマホで記念撮影をされていた。今回、目に留まる

限りでは、「ママ振りの作品が多く感じられ、古典柄なども多く目に留まった。

今年も多くの振袖は、技法、地色・柄が多種多様であり、やはり重厚感ある

手捺染の振袖が目を引きました。」

令和３年「成人の日」



おしらせ 京友禅総合展「第 72 回京友禅競技大会」開催のお知らせ

１．出品の申込

(1) 申込期限	 ２月 19 日（金）まで

(2) 同封の申込書で組合まで

(3) 出品料	 （出品者は全て小間割展示）　　

	 出品料は無料　

(4) 出品物	 「京友禅証紙」が貼付できる絹織物による和装品

	 （一部加工であっても、外国・他産地で加工した製品は出品不可）

(5) 出品の上限	 品種を限定せず、１社当り 10 点までとする。

(6) 搬入時の出品点数・品種の変更は認められません。

２．出品物の搬入 ( 出品受付 )

(1) 搬入日時	 ３月 ８日（月）　午前９時 30 分～午前 11 時 00 分（時間厳守でお願いします）

(2) 搬入場所	 京都友禅ビル２階会議室へ直接ご持参下さい。

(3) 搬入商品	 審査に際して、裾テ－プ、落款・ｼﾌﾞ札等は使用禁止。

３．審査会

(1) 開催日時	 ３月 ８日（月）　午後 3時 00 分～午後 5時 00 分

(2) 開催場所	 京都産業会館ホール（京都経済センター　２階）

(3) 審査品目と区分（型と手描の区別なく区分毎に審査する）	

区分①～⑤ 募集品種の内容

長物の部　① 型染・手描 着尺	羽尺	つけさげ		染帯　長襦袢	肩裏等裏物

絵羽の部　② 型染・手描 黒留袖	色留袖　訪問着　一ツ身	四ツ身	のしめ等子供物　

中振袖の部③　 型染・手描 振袖・中振袖

機械捺染の部
インクジェットの部

④機械捺染
⑤インクジェット染色（一部使用含む）

□　経済産業大臣賞は２次審査で最高得票の作品が受賞となります

審査方法

　受賞点数は、区分ごとの出品点数に比例してあらかじめ配分する。

(1) 出品作品の中から約 20％の入賞作品の選定と、その順位を決定する。

(2) 全審査員が区分ごとに「決められた点数」を審査用紙にその作品番号を記入する。

(3)「決められた点数」は出品点数の 20％を目途として定める。

(4) 順位・賞の確定は得票数の多い順に応じて上位８位以下の賞を選定する。

(5) ８位以上の賞に該当する 21 点の作品の順位は第２次審査に諮る。

(6) 各区分から選出され、第 2次審査に該当する作品は各区分の一次審査の結果を得票に加算する。

(7) ９位以下の賞の順位は１次審査結果を受けて決する。

(8) 得票数同数の場合は、下記のことを参考としてその順位を決定する。

　　　　（ア）「得点数」同数作品の順位は、審査基準に照らし審査運営委員の合議により選定する。

「第２次審査」

(1) 第１次審査の８位以上の賞に該当する 21 点の作品を対象にその順位を選定する。

(2) 審査は「特別審査員」が５点から１点までの点数記入方式により行う。

(3) 各区分から選出され、第 2次審査に該当する作品は各区分の一次審査の結果を得票に加算する。



おしらせ
(4) 順位・賞の確定は点数の多い順に応じて行う。

(5)「得点数」同数作品の順位は、審査基準に照らし審査運営委員の合議により選定する。

■地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長賞

伝統的技術以外の機械捺染・インクジェットによって、製作された作品区分毎に意匠・市場性等

に最も優れた作品を選びこれを京都市産業技術研究所理事長賞とする。

（機械捺染の部・インクジェットの部より各１点）

■機械捺染優秀賞・インクジェット優秀賞

伝統的技術以外の機械捺染染・インクジェット染色によって製作された作品の中より、意匠・市

場性等に優れた作品を選びこれを機械捺染優秀賞・インクジェット優秀賞とする。

■私の好きなきもの賞

室町女性社員・きもの着付け学院生・老舗旅館の女将による全作品を対象に、自分の好きなきも

のを選び、私の好きなきもの賞とする。

審査日時	 ３月 9日（火）　午前 10 時 00 分～午前 11 時 00 分

４．審査後の陳列替え

出品された方は、組合員別小間割で展示致しますので、指定の小間割場所に出品者各自で陳列を時

間厳守でお願いします。

出品作品毎に技法表示の提示します。（組合で用意します。）

自社の割り当て小割内に限り、自社製のきもの以外の作品も展示可能とする。

但し、搬入・展示は各自で行う。

(1) 陳列時間	 ３月 ９日（火）　正午～午後１時 00 分

(2) 陳列場所	 京都産業会館ホール（京都経済センター２階）展示場の貴組合員の小間割

	 場所 ( 当日会場内に陳列場所を掲示致します。)

５．展示会

(1) 開催日時	 ３月 9日（火）　午後 1時 30 分～午後５時 00 分

	 ３月 10 日（水）　午前９時 00 分～午後４時 00 分

(2) 展示場所	 京都産業会館ホール（京都経済センター２階）

６．宣伝方法

(1) 案内状の作成配布・案内ハガキ・ポスター作成配布・ネットによる周知

７．表　彰

(1) 表彰日	 ３月 30 日（火）※表彰式は実施しない・表彰状を伝達

８．出品物の撤去

(1) 撤去日時	 	３月 10 日（水）午後４時展示会終了と同時に、小間割出品の組合員は、各自で撤

去して、返却となります。（出入口で確認を済ませてお持ち帰り下さい。）

(2) 返却場所	 京都産業会館ホール（京都経済センター２階）

詳細につきましては、先に送付の開催計画書をご覧ください。( 事務局担当：冨士原 )



～～ 各　種　催　し～～もよおし
【京都国立博物館】

新型コロナウイルス感染防止の為、会期の変更・中止等の場合がありますので、ご確認ください。

日本書記成立 1300 年記念　特集展示　　

―　国宝「日本書記」と東アジアの古典籍　―

会期　2月 4日（木）～ 2月 28 日（日）

内容　「日本書記」は、わが国における最初の勅撰国史として、養老 4 年（720）5 月 21 日に完成、奏

上されました。令和 2 年（2020）は、成立から 1300 年という節目の年にあたり、これを記念し

て開催する特集展示となります。「古典籍」とは古い時代に書写、あるいは印刷された和書・漢籍・

仏典などの書籍をさします。京都国立博物館が所蔵する「岩崎本」「吉田本」という、国宝に指

定される二つの「日本書記」を中心に、時代を超えて受け継がれた日本・中国・朝鮮半島の優れ

た古典籍がご覧になれます。

特集展示　　

―　雛まつりと人形　―

会期　2月 9日（火）～ 3月 7日（日）

内容　江戸時代以前、人形は感染症から人々を守る力があると考えられていました。そこで本年は、

恒例となっている関西風の御殿雛飾りに至る雛人形の歴史と、各種の京人形の展示に加え、江戸

時代の人々が天然痘が軽くすむことを願い飾った「猩々（しょうじょう）人形」が紹介されます。

京都産の証し　京 友 禅 証 紙 

京友禅証紙は、京友禅に関わる商工業団体が一丸となって設立された「京

友禅振興協議会」が発行するもので、京都で染められた商品にのみ貼付でき

る“京都産の証し”です。

組合員の皆様には、条件に合致した商品にはぜひ貼付していただき、証紙

の普及と京都産地の振興・発展にご協力いただきますようお願いします。

（京友禅証紙は、本部事務局で取り扱っております。）

～～ 組 合 の う ご き ～～

令和 2年 12 月 26 日～令和 3年 1月 25 日

対内関係

		 1 月	 20 日	 正副理事長会・理事会

対外関係（山田理事長　出席）

		 1 月	 4 日	 織商　新春年賀交歓会

		 	 6 日	 西工　新年総会・優良従業員表彰式

		 	 21 日	 京友禅連　正副理事長会議

ほうこく
 


