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第2掴三鷹まちづくり

く自然部F5

金賞
「桜に向かって」

鈴木浩之さん

イベント部門 >
金賞
「さあ手を上げてし

本田誠さん

三鷹市内の四季折々の自然、人々のふれあい、
ひょうじょう      しゃしん   ば しゅう

まちの表情などの写真を募集します !

どなたでもこ応募できます。

くまちの営み部Fヨ

金賞
「夏の日に」

大谷正志さん

三鷹フィルム >
コミッション賞
「青空に映えて」

長谷川康雄さん

18歳未満の部門を新設 !

×掲載の写真は第21回三薦まちづくり

ねん

2016年 9

ねん

2016年 1

フォトコンテス トの入賞作品です。(今回から部門が変更になっています。)

がつ にち もく        なん  がつ  にち げつ

月 1日 (木)～ 2016年 12月 26日 (月 )

がつ にち きん がつ  にち にち   みたか しない  さつえtヽ     みはっびょうおよ  ほか  はっびょう よてい

月1日 (金)～2016年 12月 25日 (日 )に三鷹市内で撮影した未発表及び他に発表予定のない作品
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『ヘルプデスクJを と用意しています
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三鷹の魅力、再発見::

賞状、1万円商品券、副賞 賞状、5千円図書カード、副賞

賞状、5千円商品券、副賞 賞状、3千円図書カード、副賞

賞状、3千円商品券、副賞 賞状、1千円図書カード、副賞

三鷹フィルムコミッション賞 賞状、5千円商品券

賞状、賞品

パソコンやスマー トフォンなどから応募してく

レ朔 2ゝZttL蓬重登止迩

■主 催:三鷹市/株式会社まちづくり三鷹 ■後 援:三鷹市教育委員会/特定非営利活動法人みたか都市観光協会

株式会社まちづくり三鷹
まちづくリフォトコンテスト事務局
〒181-8525 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ2階
00422(40)9669  Eコ photo@mitaka nejp

営業時間:月 ～金 8:30～ 17:30/土日 9:00～ 17:00/祝休み
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1写真も11

み   たか       みりょく      さい   はっけん



園□□□ 受付期間:2016年 9月 1日 (木)～ 2016年 12月 26日 (月 )

「三鷹の魅力、再発見 !」 をテーマに三鷹市内の四季折々の自然、人々の′S、

れあい、まちの表情などの写真。

一般部門 (ど なたでも応募できます)

U18部門 (18歳未満の方が応募できます)

※賞 賞品については表面をご覧 ください

※15歳未満の方は、保護者の同意を得た上で応募 してください。応募フォームの
「]5歳 未満の応募に対する保護者の同意」に「同意済み」と入力してください。

応募作品は、2016年 1月 1日 (金)～ 2016年 12月 25日 (日 )に 三鷹市内を被写体と

した写真 (カ ラー モノクロ)で、応募者本人が撮影した未発表の作品に限ります。

1人 5点 まで応募できます。
・写真は、デジタルカメラ、スマー トフォンで撮影した画像データまたIよスキャニン

グされた画像データ (」 PEG形式のみ)が対象です。

画像データの]点あたりのファイルサイズの目安は、約2MB(1440x1080ピ クセ

ル)以上10MB(4300× 3000ピクセル)以 下とします。解像度200～300dp程 度で

す。

画像の加工について、トリミング、明るさや全体の色調整は認めますが、その他の

合成などの加工は不可とします。

応募者は、応募作品に(1)他人が権利を有する著作物が写っている場合、または

(2)他人の肖像が写っている場合は、その著作物の権利者、又はその肖像ご本人

(20歳未満の場合は保護者)か ら事前に承諾を得たうえでご応募下さい。

応募者と被写体及びその関係者の間で何らかの紛争が発生した場合でも主催者は

一切の責任を負いかねます。

三鷹市内の被写体であることが写真から判断できない場合、選考の対象外となる

場合があります。

公の秩序または、善良な風俗を害するおそれがあるものはご応募できません。
‐撮影に際しては、公共ルール マナーを連守してください。

一般の人が立ち入れない場所からしか撮影することができない風景は対象としま

せん。

その他、主催者側が不適切と認めたものは、公開しない場合があります。

接続料、通信料など、応募にかかる費用については全て応募者ご自身のご負担とな

ります。
phOtO@mitaka neJpか ら届 くメールを ドメイン指定で受信許可としてくださ

しヽ。なお、メール ドメイン指定受信許可の確認、設定変更方法は各プロバイダに

よって異なりますので、各プロバイダにご確認ください。

事前に主催者が画像等を確認 した上で、応募作品をホームページ上の応募作品―

覧に公開いたします。公開に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承

ください。(一週間経っても公開されない場合は、事務局にお問合せください。)

応募作品の公開は、審査結果発表まで「応募&作品一覧」のページでご覧いただけ

ます。

iliiill:::::::::::::|:

入賞作品の著作権は撮影者ご本人に帰属 しますが、使用権は主催者 (三鷹市、株式

会社まちづくり三鷹)にり吊属します。

入賞作品について、主催者及び主催者が認めた者が出版物、ホームページ、イベン

ト、宣伝などで二次利用する場合があります。別の目的で使用する場合は、応募者

の了承を得た上で使用します。

また、応募した作品は、三鷹市の地域資料として10年間主催者が保管します。それ

以降の取り扱いについては、主催者に一任していただきます。

O http://wwW.mitaka.nejp/maChidukuri/photO/

…

専用WEBサ イ トの「コンテス トの応募はこちらから」ボタンをクリックし、
「利用者登録されていない方」のボタンから登録手続きを始めます。

…

利用者情報を登録 し、マイベージを作 ります。

…

マイページから「コンテス トに応募する」ボタンを押 し、作品を登録 します。
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2017年 1月 に審査員による審査を実施し、入賞作品を決定しま魂

2017年 2月 中旬頃に入賞者に直接通知するほか、三鷹市報およびフォトコ

ンテストのウェブサイト上で発表します。(入賞発表の際は、本名にて発表させてい

ただきますので こ了承ください。)

2017年 3月 に入賞作品を対象に表彰式を行います。入賞者には、賞状及び

賞品等を贈呈します。また、入賞作品による作品展を予定しています。いずれ
も開催場所、日時等は後日決定し、当ウェブサイトで発表します。

今 回 ご登録 いただ く個人情報 は、入賞通知、フォ ヽコンテス トに関する案内送付、賞品

の送付、お問い合わせへの対応な ど本 コンテス トを運 営するために必要な範囲で使用

させ ていただきます。このため業務委託 団体 に情報 を開示 します。また、個人を特定 し

な い形の統計用データとして使用 させていただきます。それ以外の使用はいた しませ

ん。なお、必要な個人情報 を提供 していただけない場合 は、当該応募 は受 け付 ける こと

ができません。

データでの応募の際に送信 されるデータ (作 品及 び個人情報)は 、株式会社まちづ くり三

鷹およびASPサ ー ビス提供者である株式会社フォ トハイウェイ ジャパンの個人情報保

護方針に基づき、適切に取 り扱い、処理を行います。

データでの応募の際に送信 されるデータ (作 品及 び個人情報)は、ASPサ ービス提供者で

ある株式会社フォ ト八イウェイ ジャパ ンのサーバーにて管理 いた します。こ入力 いた

だいた個人情報は暗号化され送信 されます。

入賞発表、作品展、作品集 に使用する作品には、撮影者の氏名、ニックネームを明記 させ

ていただきます。

∞ 塁垂‐調の群

パソコンやスマートフォンなどから応募してください。

住所、年齢等を問わず、どなたでも応募できます。
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三鷹まちづくリフォ トコンテス トに応募する際、「応募のしかたがわからない」、「応募がうまくいかない」、「インターネットがない」という方へ、

ヘルプデスクをご用意 しています。

※ヘルプデスクサービス業務は、NPO法人シエアSOHO普及サロン・三鷹に業務委託しています。    ‐

…谷 090-1609-4428(9月 1日 (木)～ 12月 26日 (月 )までの平日13時～16時 土日祝体み)

図 phOtO@mitaka.nejp(返 信に3～ 4日要する場合があります。あらかじめご了承ください)

[窓 口]NPO法人シエアSOHO普 及サロン・三鷹  三鷹市下連雀3384 三鷹産業プラザ3階 310号室 谷0422402663

…応募する端末がないなど、ご自身で応募できない方への代行サービスです。
SDカ ード、USBな ど画像が入っている媒体または、印画紙をお持ちください。

■受付場所 :三鷹産業プラザ3階310号室 NPO法人シニアSttHO普及サロン・三鷹 事務所

※お越しの際、応募に必要な情報、登録用パスワードや個人情報を伺います。[必要な情報]応募する部門、タイトル、撮影場所、撮影日、コメント、撮影者氏名、ニックネーム、
住所、電話番号、年齢、性別、メールアドレス(お持ちの場合)

株式会社まちづくり三鷹 まちづくリフォトコンテスト事務局 〒181-8525東京都三鷹市下連雀3‐38-4三鷹産業プラザ2階

谷0422(40)9669 図 photo@m■aka ne」p [営業時間]月 ～金 8:30～ 17:30 土日 9:00～ 17:00 祝休み
さЛ-201609

注意事項

応募作品の公開について

L

国人情報について

応


