Call for Submissions

Climate Creative
Competition
Dates：Sep 16 - Oct 16
Cost：Free
Apply：Submit your work here
Can creativity change the world?
Yes, it can! Submit your creative work to YPFP Tokyo's
Climate Creative Competition, part of 2022 LCOY Japan.
Your work should focus on the SDGs, climate, and our
conference theme 'Green Japan: Co-designing a Shared
Future with Youth' and will be featured in a digital gallery
from 22-30 October 2022.

Climate Creative Competition
Share your creative work on climate and SDGs with a focus on
'Green Japan: Co-designing a Shared Future with Youth'. This
art competition is part of 2022 LCOY Japan, a United Nations
endorsed event by YPFP Tokyo. Entry to the LCOY Japan conference is free and open to the public. Register here.
Submissions from people of all ages and from around the world
are welcome. The submission period is from Sep 16 to Oct 16,
and the digital exhibition period is from Oct 22 to Oct 30. All
submitted works should comply with the guidelines stated in the
submission portal.
Submissions are accepted in the following categories:
Short essay (500-1,000 words)
Poetry (open format)
Video (1-3 minutes)
Audio (1-5 minutes)
Photograph (300 DPI jpeg image recommended)
Painting*
Sculpture*
Drawing*
Digital artwork (high resolution)
*Upload picture - do not send original work.

submit your work here

If you have any questions, please contact Victoria Bender at
victoria.bender@ypfp.org.

ABOUT OUR LOGO
Our 2022 LCOY Japan logo was commissioned by and
licensed to YPFP Tokyo from Tokyo-based American artist,
Erica Ward. It depicts a youth clothed in a kimono
embedded with natural motifs of sea, land, and sky in
harmony. She balances images of traditional and modern
Japan while holding our world in her hands.
For more information about Erica Ward, please
see her website and follow her on Instagram.
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作品募集中
Climate Creative
Competition
開催期間：9月16日～10月16日
参加費：無料
応募：こちらよりご応募ください

クリエイティビティは世界を変えられるか？
クリエイティビティは世界を変えられます! 2022年LCOY
Japan の一環として開催される YPFP Tokyo の Climate
Creative Competition は、 SDGs 、気候、そしてイベント
テーマである「グリーン・ジャパン：若者たちと共に創
り上げる未来」に焦点を当てた皆様の作品を募集してい
ます。これらの作品は、2022年10月22日～30日に開催さ
れるデジタルギャラリーで紹介される予定です。

Climate Creative Competition
「グリーン・ジャパン：若者たちと共に創り上げる未来」
をテーマにした、気候変動とSDGsに関する作品を募集して
おります。この公募は、2022年LCOY Japanの一環として
開催されている、YPFP東京が主催する国連公認のイベント
です。LCOY Japanコンファレンスは入場無料、一般公開さ
れています。参加登録はこちらから。
年齢を問わず、世界各国からのご応募をお待ちしておりま
す。応募期間は9月16日から10月16日、デジタル展示期間
は10月22日から10月30日です。応募作品は、応募ポータル
に記載されているガイドラインに準拠している必要があり
ます。

以下のカテゴリーでの応募を受け付けております:
エッセイ（1,500～3,000字）
ポエム（形式自由）
ビデオ作品（1〜3分）
音声・音楽作品（1～5分）
写真（300DPIのjpeg画像推奨）
絵画*
彫刻*
イラスト*
デジタルアート作品 (高解像度画像)
*写真をアップロードしてください - 作品自体のご送付は
お控えください
作品応募はこちら
ご不明な点は、Victoria Bender（victoria.bender@ypfp.org）
までお問い合わせください。

ロゴについて

年のLCOY Japanのロゴは、東京在住のアメリカ人アーテ
ィスト、エリカ・ワードがデザインし、YPFP東京がライセン
スを取得したものです。このロゴは、海、大地、空といった自
然との調和をモチーフに、その中心に着物を着た若者を描いて
います。この少女は、日本の伝統と現代のバランスを取りなが
ら、私たちの世界を抱き抱えています。
詳細についてはエリカ・ワードの
ウェブサイトやInstagramをご覧ください。
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