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対象 :う る春市内 幼・ 小・ 中学機生徒・ 保護者・ 教員
☆ 親子てポスター応募してみ春世んか。
応募椰切 :平成 30年 9月 20日 (ホ )・ ・ PTA軍 務 春て提出
ください。
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(応 募票 の記入 も恵れずにお願 いし春す)

「 うるま市学用品 リユース 。リサイクル事業」ポス ター
募集要項
趣旨
平成 29年 度 よリス ター ト致 しま した 「うるま市学用品 リサイ クル 事業」 で
す が、今年度 より名前を 「うるま市学用品 リユース・ リサイ クル事業」 と改 め
実施 してお ります。
つ きま しては、多 くの方 々への周知 の為、ポス ター作品を広 く募集 します。
主催
うるま市教育委員会・ うるま市 PTA連 合会
麟
うるま市内幼小中学校・ 保護者・ 教員
付 難
(1)内 容 ①学用品 リユース・ リサイクル
②文字は入れないこと
(2)用 紙 四つ切 り画用紙 (392mm× 542mm)
(3)色 材 (ク レヨン・ ク レパ ス・ 絵具・ ポス ター カラー)′ くソコン不可
(4)応 募票 (様 式 1)に 必要事項を記入 し、応募作品の裏面 に貼付
(5)利 用方法
選出 された作品は 「うるま市学用品 リユース・ リサイ クル事業」ポス ター
で使用す る
(6)そ の他 応募作品は未発表 のオ リジナル作品で 1人 1点 とします。
応募期限及 び方法
単位 PTAを 通 し、 うるま市 PTA連 合会へ平成 30年 9月 21日 (金 )ま で
に提出す る。 (し わにな らない よう、軽 く丸 めて輪 ゴムで止めて提出)
作品審査
最優秀賞 1名 (表 彰状・記念品)
審査基準
主 旨にあつた内容 であるか を審査する。
審査委員
うるま市教育委員会 。うるま市 PTA連 合会 (会 長・ 副会長・ 事務局)
審査会及び入賞通知
平成 30年 10月 上旬に審査会 を行 い、入賞者及び各単 Pへ 通知す る。
表彰式
表彰式は、 うるま市生涯 学習 フェステ ィバル で行 う。
その他
応募作品は、参加賞 と共に後 日返却 いた します。 (応 募者全員 に参加賞 あ り)

様式 1

応 募 票
学校名

応募者

幼 稚 園・ 小 学 校 ・ 中学 校 ・

ふ りがな
氏

名

そ の他

(作 品 の説明な ど)

必要事項 を記入 し、応募作 品の裏面 に貼付 してください。

年 生 /・ 保 護 者 ・ 教 員

