三重県

夏休みは、
カメラを持って
森へ行こう！

幼小中高生
向け
森の写真イ
ベント

こども森の写真教室
【日時】７月３０日（土）
１０：００〜１３：００ 三重県林業研究所にて開催
君もこれでカメラマン！プロの写真家の先生から撮り方を丁寧に教わり、
森を散策しながら楽しく写真を撮る教室です。親子でご参加いただけます !

日時・場所
講師
参加費

申込方法

平成 28 年 7 月 30 日（土）10 時〜13 時 ※雨天決行
三重県林業研究所敷地内（津市白山町二本木3769-1）
写真家

募集対象

松原 豊さん
持ち物

無料
○メールでのお申込み
・メールに以下の内容を記入し、送付してください。
［件名］「こども森の写真教室申込」
1．小中学生氏名（フリガナ）/ 家族氏名（フリガナ）
2．学校名と学年 ※複数名参加の場合はまとめてご記入ください。
3．住所
4．電話番号
5．メールアドレス

講師：写真家 松原 豊さん

三重県内に在住または通学している小中学生の方、
およびその家族。15 組募集。
・カメラおよびバッテリーを各自でご持参ください。
・帽子、タオル、水筒など屋外での活動に必要なものや
雨天時は雨合羽、傘、長靴をご用意ください。

○郵送・FAX でのお申込み
・以下の申込欄に記入し、お問合せ先の住所・FAX に送付してください。
こども森の写真教室 申込票
フリガナ

小中学生氏名
※複数名参加の場合はまとめてご記入ください。
フリガナ

家族氏名
※複数名参加の場合はまとめてご記入ください。

申込先：miemori̲oubo@zc.ztv.ne.jp

学校名・学年

申込締切：平成 28 年 7 月 25 日（月）17 時必着

住所

・お早めにお申込みください。
・申込者多数の場合は抽選により決定し、参加の可否を
7 月 27 日（水）までに申込者全員にお知らせします。

お問合せ

みえ森づくりサポートセンター
〒515-2602 津市白山町二本木 3769-1
三重県林業研究所 交流館内
TEL.059-261-1223 FAX.059-261-4153
mail.miemori@zc.ztv.ne.jp（お問合せ専用）
平日 9 時〜17 時（土・日・祝日は休館日）

三重県内に在住または通学・通園する１８歳以下対象

みえの 森フォトコンテスト

〒

【応募期間】６月１５日（水）▶ ８月３１日（水）

電話番号
メールアドレス

【賞】中学生以上の部…最優秀賞１名（２万円相当）、優秀賞３名（１万円相当）、入選１０名（２千円相当）
小学生以下の部…最優秀賞１名（１万円相当）、優秀賞３名（５千円相当）
、入選１０名（２千円相当）
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○お車でお越しの場合
・伊勢自動車道
久居 I C より 20 分
一志嬉野 I C より 30 分
○電車でお越しの場合
・近鉄大阪線
大三駅より徒歩 15 分

※以下の場合はやむを得ずイベントを中止する場合があります。予めご了承ください。
・県内に震度 5 強以上の地震が発生した場合、三重県沿岸に大津波警報が発表された場合、特別警報が県内に発表されている場合、その他、県内に甚大な被害が発生した場合。・津波警報、暴風警報、大雨警報、洪水警報、高潮警報が県内又はイベント開催地域に発表され、イベント参加者や関係
者への影響が大きいと判断される時。・震度 5 弱以下の地震が県内又はイベント開催地域に発生し、イベント参加者や関係者への影響が大きいと判断される時。・その他、危機対策本部が設置された場合などでイベント参加者や関係者への影響が大きいと判断される時。

こども森の写真教室

親子で参加OK!

【日時】７月３０日（土）
１０：００〜１３：００ 三重県林業研究所にて開催
【講師】写真家 松原 豊氏 参加無料／小中学生とその家族１５組募集

主催：三重県 運営：みえ森づくりサポートセンター
このフォトコンテスト・写真教室は「みえ森と緑の県民税」を活用して実施しています。

・ご応募は画像データ作品に限定させていただきます。画像データ作品とは、デジタルカメ

森林は、わたしたちに木材やおいしい水、きれいな空気を与えてくれるほか、豊かな生態系を育み、

ラやスマートフォン等で撮影した画像データおよび、フィルムカメラで撮影しスキャナで

地球温暖化や自然災害の防止にも役立っています。写真の撮影を通じて森林や木に親しみ、その大切

作成した画像データを指します。
・ソフトウェア等を利用したトリミングや色調整等の微修正は認めますが、大幅な修正や合

さを知ってもらうことを目的に、
「三重の森林」をテーマにした写真コンテストを今年度も開催します。

成した写真の応募はできません。
作品規定

・画像データのファイル形式は JPEG のみの受付とし、画像データの 1 作品あたりのファイル
サイズは 10MB 以内（大きい画像は 10MB 以内に圧縮）とします。また、一辺が 2500 ピク
セル以上を推奨します。カラー、モノクロは問いません。

第３回

第２回 小学生以下の部 優秀賞
「かっこいい木のトンネル」森下 暁斗さん

・平成 27 年 4 月 1 日以降に三重県内で撮影されたものを対象とします。

みえの 森フォトコンテスト

・他のコンテストに入選した作品、応募中（審査中）の作品は応募できません。
・組写真での応募は受け付けておりません。

【応募期間】６月１５日（水）▶ ８月３１日（水）

・メールに以下の内容を記入し、作品を添付して送付してください。

第２回 小学生以下の部 優秀賞
「緑の空気」 伊藤 丈瑠さん

［件名］「第３回みえの森フォトコンテスト作品応募」
1．氏名（フリガナ）

【テーマ】
「三重の森林」をテーマに、
「森林や木」
「森林や木と人のふれあい」などについて表現したもの

2．住所

【応募】データ作品のみ、一人５作品以内。メールにて受付。 【応募先】miemori̲oubo@zc.ztv.ne.jp

第２回 小学生以下の部 優秀賞
「きのぼりムシくん」 樋口 穂髙さん

3．電話番号
4．メールアドレス
5．応募部門
6．年齢

夏休みは、
カメラを持って森へ行こう！

応募方法

応募先：miemori̲oubo@zc.ztv.ne.jp

・応募作品は応募を撤回した場合も含めて、いずれの事情においても返却できません。
・上記以外の方法での画像データ作品の受付は行いません。

例：森林や木の風景、森林に生息・生育する動植物、山村の風景、植樹や下刈、間伐、木材の伐採・
運搬・加工など林業作業、森林での野外活動、自然体験学習、木工工作など

部門
応募期間

諾を得たうえで応募してください。
応募上の
第２回 小学生以下の部 最優秀賞
「森の朝」 橋本 和華さん

最優秀賞：11 点・ 賞状および副賞（1 万円相当）

・応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、入賞作品を主催者および運営者が催す展覧会
第２回 中学生以上の部 最優秀賞
「大きいね」 平手 愛理さん

のほか、ホームページや印刷物などに使用する場合があります。なお、入賞作品を使用す
る場合には、入賞者の名前・作品名（学校 / 園 / 所名・学年・年齢）を原則として表示します。
その他
注意事項

最優秀賞：11 点 ・賞状および副賞（2 万円相当）
優秀賞：13 点 ・賞状および副賞（1 万円相当）

第１回 幼児・小学生の部 最優秀賞
「コケコケの木」 小菅 真大さん

第１回 幼児・小学生の部 優秀賞
「森林体験」 早﨑 俊輔さん

・コンテストの審査結果に関するお問い合わせ及びクレームには応じかねますので、予めご

発送等以外の目的には使用することはありません。

ムページ（http://www.zc.ztv.ne.jp/miemori/）にて発表します。

第１回 中学・高校生の部 優秀賞
「この木何の木みんなの木」樋口 真一朗さん

みえ森づくりサポートセンター

・入賞者は 10月22 日開催のイベント会場（松阪市）にて授賞式を行う予定です。
一人 5 作品以内（JPEG 形式・10MB 以内）

それらに関するトラブルへの責任は一切負いかねます。

・応募者の個人情報は、関係法令を遵守して保護することとし、本コンテストにかかる通知、

・審査結果は 10 月上旬までに入賞者へ通知するほか、みえ森づくりサポートセンターのホー

応募点数

・コンテストの応募に際して、他人の著作権や肖像権を侵害するような行為が行われた場合、

了承ください。

入選：10 点 ・賞状および副賞（2 千円相当）

結果発表

第１回 幼児・小学生の部 優秀賞
「みどりのねっこ」 橋本 和華さん

となります。
に違反する恐れがあると判断される場合は失格となります。

入選：10 点 ・賞状および副賞（2 千円相当）
2）中学生以上の部

・他人の名前の使用や事実を偽っての応募など、応募の内容に不正が認められた場合は失格
・応募作品が公序良俗に反したり、第三者を誹謗中傷、プライバシーを侵害し、又は法令等

2）中学生以上の部

優秀賞：13 点 ・賞状および副賞（5 千円相当）
賞

留意事項

平成 28 年 6 月 15 日（水）〜 平成 28 年 8 月 31 日（水）17 時まで
1）小学生以下の部

第２回 中学生以上の部 優秀賞
「清流」 乾 由佳さん

・人物等の被写体に関する肖像権その他の権利については、必ず権利者や被写体本人等の承

・三重県内に在住または通学・通園（所）している 18 歳以下の方。

1）小学生以下の部

第２回 中学生以上の部 優秀賞
「セミの目」 西川 充希さん

・複数応募される方は、１作品ずつ送信してください。

したものとします。

・小学生以下の方については、保護者や指導者の方が撮影を手伝っていただいて構いません。

第２回 中学生以上の部 優秀賞
「たのしそうなふたり」宇佐美 日苗さん

10．コメント（撮影した時の感想や、作品の説明など。文字数自由）

「三重の森林」をテーマとして、「森林や木」「森林や木と人とのふれあい」などについて表現

応募資格

8．作品名
9．撮影場所

応 募 要 項

テーマ

7．学校名または幼稚園、保育園名と学年

お問合せ
第１回 中学・高校生の部 最優秀賞
「森の道」 金子 真弓さん

〒515-2602 津市白山町二本木 3769-1 三重県林業研究所 交流館内
TEL.059-261-1223

FAX.059-261-4153

mail.miemori@zc.ztv.ne.jp（お問合せ専用）

平日 9 時〜17 時（土・日・祝日は休館日）

第１回 中学・高校生の部 優秀賞
「緑の川」 谷口 みなみさん

