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Japan	  Day	  Art	  Contest	  2014	  展示会 	  
-‐-‐	  5/5（月）よりスタート！ -‐-‐	  

	  
Japan	  Day	  Art	  Contestは、日本からアメリカへ両国の友好の印として桜が寄贈されてから100周年を記念し
て、2012年に「Japan	  Day	  –	  Cherry	  Blossom	  Art	  Contest」として初めて実施致しました。ポスターやチラシ、
プログラム等に使われるオフィシャル・アートを一般公募から選ぶという試みは初めてでしたが、数多く

の素晴らしいご応募を頂き、大変好評となりました。以来、毎年コンテストを実施し、本年で第3回目を
迎えました。	  
	  
本年のコンテストでは合計128作品の応募があり、例年と比べても大変レベルの高い作品が集まった中、
最優秀賞（Japan	  Day	  Official	  Artist）として野津道子さんの作品が選ばれました。野津さんの作品は、セン
トラルパークとそれを取り囲むニューヨークの摩天楼を、友禅和紙を用いて、繊細且つダイナミックに描

いています。野津さんの作品を含む、合計8作品が、在ニューヨーク日本国総領事館の18階にて展示され
ます。詳細は以下の通りです。皆様、是非ともご来場ください！	  
	  
期間：	   5/5（月）〜5/16（金）	  9:30AM〜4:00PM	   ＊土・日、祝日を除く	  
	  
場所：	  在ニューヨーク日本国総領事館 18階展示スペース	  

299	  Park	  Avenue,	  18th	  floor,	  New	  York,	  10171	  
	  
	  

<	  テーマ>	  「New	  York」、「Japan」、	  「Central	  Park」をモチーフにした作品	  

	  
<審査員>	  (in	  alphabetical	  order)	  

• Douglas	  Blonsky	  –	  President	  &	  CEO,	  Central	  Park	  Conservancy	  and	  Central	  Park	  Administrator	  
• Liam	  Kavanagh	  –	  First	  Deputy	  Commissioner,	  New	  York	  City	  Department	  of	  Parks	  &	  Recreation	  
• 草賀	  純男（在 NY日本国総領事館	 大使・総領事）	  -‐	  Honorary	  Chairman	  of	  Japan	  Day	  Inc.	  
• David	  Revere	  McFadden	  -‐	  Chief	  Curator	  Emeritus,	  Museum	  of	  Arts	  and	  Design	  
• 宮本亜門	  –	  演出家	  
• Cora	  Rosevear	  -‐	  Associate	  Curator,	  Department	  of	  Painting	  and	  Sculpture,	  The	  Museum	  of	  Modern	  

Art,	  New	  York	  
• 髙島	  誠	  （三井住友銀行	 前常務執行役員	 米州本部長）	  -‐	  Former	  President	  of	  Japan	  Day	  Inc.	  
• 吉井	  久美子（ゴージャス•エンターテイメント	 社長）	   -‐	   Executive	   Producer	   of	   Japan	   Day	  @	  

Central	  Park	  
	  

<入賞者	  >	  (in	  alphabetical	  order)	  

 Japan	  Day	  Official	  Artist	  2014：Michiko	  Nozu（野津道子）	  

 Amon	  Award	  Winner（特別審査員・宮本亜門によって選出）：	  Matthew	  Rueger	  

 Honorable	  Mentions:	  Michelle	  Delecki,	  Leah	  Harper,	  Kie	  Kato,	  Aaron	  Porter,	  Matthew	  Rueger,	  Rachel	  
Sandler,	  Laura	  Soria	  

 

~ CONTACT ~ 

Japan Day @ Central Park 
Project Liaison Office 

226 West 47th Street, 8th Floor, New York, NY 10036 
Phone: (212) 398-7145  /  Fax: (212) 398-7146 

Email: info@japandaynyc.org 
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展示スペースでは、以下の合計 8 作品を展示しております。	 

 

                  
 
 
  

                   
 

                   

Michelle Delecki Leah Harper Kie Kato 

Aaron Porter Rachel Sandler Laura Soria 

Michiko Nozu Matthew Rueger 

Honorable Mentions 

Amon Award &  
Honorable Mention Japan Day Official Artist 2014 


