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写真展・アマチユアの部

アマチュアカXラマン例皆様例

アマチユア写真愛好家

自由

モノクロ、カラー写真ともに六つ切～四つ切 (ワ イド可)ま たは

A4プリントとします。

高校生以下は2L判 も可。

制限はありません。組写真の場合は3枚を1組 として、左より

順に並ぶように構成 して番号をつけてテープ等で貼り付けて

ください。縦横混合は不可とします。

写真1点 ごとに、題名 (フ リガナ)、 撮影データ、撮影場所、

応募作品の総数、住所、氏名 (フ リガナ)、 年齢、職業、電話

番号等を記載 した応募票 (自 作可)を 作品の裏面に天地を

あわせ貼付 し、応募先までお送りください。

高校生以下の場合は学校名と学年を職業欄に記載 してくだ

さい。

インクジェットプリンターを使用 した場合は機材のメーカーを

プリンター欄に記載してください。

2022年 6月 24日 (金 )必着

榎並悦子、大西みつぐ、ハービー・山口 (敬称略・五十音順 )

入賞入選者には7月 中に直接通知をいたします。また、8月 中旬

以降に相模原市のホームページ等で、結果発表を行う予定

です。

入賞入選作品は、後日指定した期日までに各自にて所定の大

きさ(別途指定します)に プリントし、再提出していただきます。

なお、作品は相模原市へ寄贈 していただきます。

作品展示に伴うマット加工及び額装は主催者が行います。

相模原市民ギャラリー (」 R横浜線相模原駅セレオ相模原4階 )

2022年 10月 7日 (金 )～ 10月 24日 (月 )

金   賞 (1名 )賞状 本盾  副賞 20万 円

銀   賞 (2名 )賞状 楯  副賞 10万 円

銅   賞 (3名 )賞状 楯  副賞  5万円

市民奨励賞  (1名 )賞状 楯  副賞  5万円

み ど り 賞 (3名 )賞状 楯  副賞  3万円

入   選 (50名 )賞状 楯  副賞 商品券(5千円相当)

ジュニア賞 (3名 )賞状 楯  副賞 デジタルカメラ等

ジュニア奨励賞 (6名 )賞状 楯  副賞 図書カード(5千円相当)

※みどり賞は、相模原市緑区を題材にした作品を対象として3名 選出。
ジュニア賞は、小学生・中学生・高校生の区分より各1名 選出。
ジュニア奨励賞についても同様の区分から各2名 選出。

募集 要項

作品募集

【応募資格】

【テーマ】

【サイズ】

【応募点数】

【応募方法】

【応募締切】

【審査員】

【審査結果】

【展示用作品】

【展示】

【展示会場】

【展示期間】

【賞】

応募締切 2022年 6月 24日 (金 )

×2021年度は新型コロナウイルスの影響により新規募集を中止しました。

(キ リトリ線)一 ――――――――――――――――――――――――――――――

【その他】
||´

^｀)作 品は他のコンテストでの受賞歴等がない作品に限ります。

また、類似作品 (同 一被写体を主題にして同時期に撮影 されたもの)

および二重応募 (同 一の作品を複数のコンテストに応募すること)と みな

されるものも応募できません。

O出 品料等は特に必要ありません。

○ 撮影する著作物、人物等被写体に関する著作権、肖像権侵害等の責任

は負いかねますので、応募者がコンテスト応募の了解を得てください。

○ 入賞入選作品の発表に伴い、作者の氏名等を公表 しますのでご了承くだ

さい。

○ 入賞入選作品の著作権は作者に帰属しますが、主催者が新聞、雑誌、解説・

紹介用の冊子及びホームページなどで使用することができるものとします。

○ 入賞入選作品は、総合写真祭「フォトシティさがみはら2022」 の会場 (相 模

原市民ギャラリー)で、プ回の部入賞作品とともに展示するほか、市内巡

回展等で展示します。

○ 応募作品を返却希望する場合は、応募票の作品返却欄の□にレ印を

記入 した上で、返信用の封筒(切手を貼付 し住所氏名を記載 したもの)を

必ず同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は返却いた

しません。(返却は9月 頃となります。)

〇 返却希望なしおよび返信用封筒の送料が不足 している作品は2023年
3月 31日 (金 )ま で保管します。

(保管期間を過ぎた作品は実行委員会で処分 します。)

○ 応募者の個人情報はフォトシティさがみはらに関する情報のご案内のみ

に使用 します。

応募先。お問い合わせ

相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら実行委員会事務局

〒252-5277神奈川県相模原市中央区中央2-1¬ -15

相模原市役所文化振興課内

TEL 042-769-8202  FAX 042-754-7990
E― mait:bunkashinkou@city.sagamihara.kanagawa.ip

■ ■

フォトシティさがみはら2022
写真展アマチュアの部応募票

受付No.

住 所 都道
府県

区市

君F

区町
村

フリガナ

氏 名

電話

年齢   歳 職業

E―mail

フリガナ

題 名

撮影年月日   年   月   日

撮影場所

※この作品の撮影場所が相模原市内の

場合、該当する□にレ印を記入ください

□南区 □中央区 □緑区

分類・ データ 。使用機材等

(該当する□にレ印し必要事項を記入下さい)

応募作品の総数

合計 :  点 (下記の合計)

うち、□ 単写真 点、□ 組写真 点単写真

組写真 □左 □中□右 作品返却

□ 返却希望する

返却希望の場合は上の口にレ印を記入
した上で、必ず返信用封筒(要切手貼付 )

を同封して下さい

カメラ
フィルムカメラ
デジタルカメラ

レンズ

フィルム
このコンテストを何で知りましたか ?

(該当する□にレ印を記入 ください)

□A.ポスター □B.チ ラシ

□C.カ メラ雑誌(            )
□D.ダイレクトメール ロE.イ ンターネット

□F.サークル ロG.広報 □ H.以前応募

□l.その他 (             )

デジタル加工。合成等

プリンター (インクジエツトプリンターを使用した場合)

詳 しくはこちらへ

蝠


