
■1, まちの魅力を

見つけて

シェアしよう :

スマホで

撮影 &応募

できる !

写真家′」`本木哲朗さん

審査員

応募締切

令和4年 11月 1日 (火)必着
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に生まれた方で

尼崎市内在住もしく

は在学・在勤の方

応募資格

あまがさきキユーズモールギフトカ~ド

:|‐ 11●●円分
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分
入選(8点 )Q∪○カード5,000円 分

佳作(15点 )Q∪ 0カ ード3,000円 分
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尼崎市内の魅力的な物・場所 。風

景に想いやス トーリーを詰めこん

だ写真を募集 します。
※本コンテス トは尼崎の隠れた魅

力を発見 。発信するとともに、若
い世代から尼崎を盛 り上げる狙い

があります。
写真の出来栄えのほか、「なぜそ
の場所が撮影者にとって魅力的な

のか」「その場所に関する想いや
ス トー リー」なども審査の対象に

なります。

平成5年 4月 2日 以降に生まれた方

で尼崎市内在住もしくは在学 。在

勤の方

下記の応募用紙 (立花地域課ホー

ムページでダウンロー ド可)に 必

要事項を記入 し、作品の裏に 1枚
ずつ貼付 したのち、立花地域課の

窓口に持参、郵送または立花地域

課メールにご応募 ください。

(tachibana04amagasakiOgma‖ .oom)

※写真の印刷費、郵送料及びデー

タ通信料は出品者にてご負担 くだ

さい。
×メールによる応募の際は、文中
に応募用紙 と同様の詳細を記載の

うえ、1通のメールの容量を2GB以
内になるよう圧縮 して応募するか、

大容量データ送信サービスを利用

して送付 して ください。また、容
量制限のための分割送付も可能 と

します。

11月 末 までに審査 し、入選者 に通

知 します。

写真家 小林 哲朗 さん

グランプリ (1点 )

あまがさきキューズモール

ギフトカー ド 20,000円 分

準グランプリ (6点 )

Q∪ 0カ ー ド10,000円分
入選 (8点 )

Q∪ 0カ ー ド 5,000円分
佳作 (15点 )

Q∪ 0カ ー ド 3,000円分

。応募作品の著作権は、撮影者に

帰属 します。
・主催者は、入選者の作品を優先

的に使用する権利を、募集終了後
2年間を限度に保有 し、広報活動
で使用することがあります。
また、使用にあたっては撮影者の

氏名表示を行います。
・応募作品のフイルムまたはデジ

タルデータの返却を希望される方
は、令和5年 2月 28日 までに、ご連

絡ください。連絡がない場合、入
選者の作品は使用期間満了後、そ

れ以外は令和5年 3月 1日 以降に個
人情報保護の観点から廃棄 します。

尼崎信用金庫 (立花北支店、立花

支店、)兵庫六甲農業協同組合 (尼

崎支店、武庫支店、塚回支店、
大庄支店、小田支店、園田支店、

園田駅支店、立花出張所)あ まが

さきキューズモール、生活協同

組合コープこうべ(コ ープ武庫之

荘、コープ塚口、コープ園田、
コープ尼崎近松、コープ立花、
コープつかしん、コープミニ西
武庫)王子イメージングメディア

株式会社、大阪富士工業株式会

社、木村化工機株式会社、塩野
義製薬株式会社、東洋精機株式

会社、日鉄鋼板株式会社、ヤン
マーパワーテクノロジー株式会

社、 レンゴー株式会社、関西ペ

イン ト株式会社、株式会社クボ

タ、株式会社ダイセル、日本製
鉄株式会社、日本スピンドル製
造株式会社、株式会社日立製作

所、富士フイルム和光純薬株式

会社、株式会社 」R西 日本カス

タマーリレーションズ、ボー ト
レース尼崎

立花地域課「フォ トコン係」
=i=661-0013

尼崎市栗山町2丁 目25番28号
立花南生涯学習プラザ

tachibana04amagasaki@gmail.com

‐
「巨L:06-6427-7770

(平 日9:00～ 17:30)

■L
第3回あまの魅力発信フォトコンテス ト募集要項 ■

形など)を してある作品は応募不

可
・被写体が人物の場合、応募には

本人 (被写体)の承諾が必要です。

(被写体が未成年の場合は親権者
の承諾)
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尼崎市 あまがさき

観光局

令和 4年 11月 1日 (火)必着
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応募用紙 (作品の裏に貼付)

主 催

共 催 協 力

協 賛 (順不同)

審査員

ご応募 。お問合せ先

応募作品の条件

よみがな 学校名または勤務先名 (あ れば)

氏名
作品タイ トル

生年月日 平成   年   月   日
撮影場所

住所 :〒
この写真に込めた理由やメッセージ

電話番号

応募 した時点で本コンテス トの募集要項に同意 したものとします。

テーマ

・令和4年 1月 以降に撮影されたも
の
。尼崎市内で撮影されたもの
。応募者本人が撮影 した未発表の

作品であること
。一人5点 まで応募可能
。大幅な画像加工処理 (合成 。変

審査方法

応募資格

応募方法
卍諫
』
=l

その他

募集期間
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