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２０１７通くじら祭りフォトコンテストの実施について

毎年、多くのカメラマンで賑わう通くじら祭りの認知度向上、集客増加を目的に、下記
のとおりフォトコンテストを開催します。
記
１

申込期間

平成２９年７月１６日（日）～８月１４日（月）

２

主催者

通くじら祭り実行委員会

３

内 容

平成２９年７月１６日（日）に通小浦埋立地にて開催される「2017 通くじ
ら祭り」の古式捕鯨の実演の様子を撮影した写真を募集します。最優秀賞
作品は、来年度の通くじら祭りのポスターに使用されるほか、受賞者それ
ぞれに長門市の特産品や賞状が贈呈されます。さらに、応募作品は、長門
市内での展示会も予定しています。

４

審 査

応募作品の審査は、通くじら祭り実行委員会で行います。

５

その他

詳細は別紙をご確認ください。

６

問い合わせ
通くじら祭り実行委員会
長門市役所 通公民館内（〒759-4107
TEL 0837-28-0008（FAX 兼用）

長門市通671番地2）

（別紙）2017通くじら祭りフォトコンテスト
■募集する写真のテーマ
「2017通くじら祭り」の古式捕鯨の再現の様子を撮影した写真
■募集期間
平成29年7月16日（日）～平成29年8月14日（月）必着
審査…平成29年8月下旬
発表…平成29年9月上旬
■応募資格
他人の利権やプライバシーを侵害しないオリジナル作品を責任もって応募できる方_
■応募方法(3 つの中からお選びください)
・郵送での応募
プリントした作品またはデジタルＣＤデータを、下記事務所へ郵送にて応募してください。
応募の際は、作品のほか、必要事項（応募者氏名年齢、住所、メールアドレス、電話番号、
応募作品タイトル） を記載した紙を同封してください。
※メールアドレスは、お持ちの場合のみ記載してください。
※郵送での応募費用は、応募者の負担となります。
※応募された作品については、返却ができません。
※郵送、持参ともにプリントについては、Ａ4・4切・ワイド４切の大きさに限ります。
・持参での応募
プリントした作品またはデジタルデータを、下記事務所へ持参して応募してください。応
募の際は、作品のほか、必要事項（応募者氏名、住所、メールアドレス、電話番号、応募
作品タイトル）を記載した紙を提出してください。
・メールでの応募
メール添付／ご応募メールアドレスは以下となります。
kayoi-kujira.photocontest@outlook.jp
※サイズは問いませんがデータ容量は5MB以内とします。（圧縮可）
※応募データを未加工・未処理にてA4サイズにプリントし審査を行います。
※作品１点につき、１通のメールでご応募ください。
※応募メールには以下の項目を必ず明記ください。
応募者氏名、年齢、住所、電話番号、応募作品タイトル
※受付完了次第、応募完了のメールを事務局から送付します。メールの送信から3日以上た
っても事務局から返信がない場合は、お手数ですがもう一度メールをお送りください。
＜応募・持参先＞
〒759-4107
山口県長門市通671－2
長門市通公民館内
通くじら祭りフォトコンテスト係
TEL 0837‐28‐0008
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