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宮武 健仁さんと巡る
写真撮影会
表彰式終了後、本コンテスト選考審査員を務めていただく宮武健仁さん
と一緒に、三好市内の観光地周辺を巡りながらの撮影会を実施します。
プロ写真家による写真指導を受けながら、景観資源を守っていくことの
大切さについて学んでいただきたいと存じます。

※日程、参加費、申込方法など募集についての詳細は、本年11月頃に三好市公式観光
サイト 大歩危祖谷ナビのホームページで発表いたします。
三好市公式観光サイト 大歩危祖谷ナビ　http://miyoshi-tourism.jp

●日　程　平成31年3月中旬～下旬（表彰式と同日を予定）
●撮影地　三好市内の観光地周辺を予定
●講　師　宮武 健仁氏
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第6回 千年のかくれんぼフォトコンテスト応募用紙
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※ご注意　1.撮影場所は住所が分からない場合でもできるだけ詳しくお書きください。　2.撮影媒体はいずれか1つを○で囲んでください。

平成29年度第一席「夏の薫り」杉浦 正幸
〈撮影地：東祖谷 奧祖谷二重かずら橋〉

平成29年度第二席「激流に挑む」小川 知廣〈撮影地：山城町 ラフティング〉 平成29年度第三席「静寂」井上 義信〈撮影地：池田町 箸蔵寺〉

千年のかくれんぼ
～分け入るごとに、時は遡り～

第6回 フォトコンテスト

三好市の自然景観、文化財、伝統芸能、
イベント、お祭り、街並みなどを

感性豊かに表現した観光写真をご応募ください。

募集要項

平成29年度 最優秀賞
 「渓谷に思いを馳せて」美馬 克行
〈撮影地：小歩危〉

　四国のほぼ真ん中に位置する三好市は、四季折 の々表情を見せる山並みや変化に富んだ渓谷美などの美しい自然に恵まれ、各地域には風土に
根ざし伝統伝説に彩られた個性豊かな景観が形づくられています。その豊かな景観は、四国有数の観光地である祖谷のかずら橋・奥祖谷二重かず
ら橋、剣山国定公園、国指定名勝・天然記念物の大歩危峡・小歩危峡、茅葺き屋根の古民家が立ち並ぶ落合集落、そしてミシュラングリーンガイド
で2つ星の祖谷渓など、年間を通じて多くの観光客の人気を集めています。
　昨年度第5回「千年のかくれんぼフォトコンテスト」には429点のご応募を頂き、平成30年度も継続して、第6回「千年のかくれんぼフォトコンテスト」
を開催致します。
　三好市の自然景観、文化財、伝統芸能、イベント、お祭り、街並みなどを感性豊かに表現した観光写真をご応募ください。お待ちしております。

徳島県三好市

阿波池田駅前ホテルイレブン、いやしの温泉郷ホテルかわせみ、祖谷渓温泉ホテル秘境の湯、渓谷の隠れ宿 祖谷美人、㈱かいげつ大歩危温泉サンリバー大歩危、
新祖谷温泉ホテルかずら橋、旅の宿奥祖谷、白地温泉小西旅館、ホテル大歩危峡まんなか、和の宿ホテル祖谷温泉、祖谷ふれあい公園、井川スキー場腕山、WESTWEST大歩危観光㈱、
かずら橋夢舞台、塩塚高原キャンプ場、フォレストアドベンチャー祖谷、道の駅大歩危、吉野川ハイウェイオアシス、㈲祖谷渓タクシー、大歩危タクシー、㈲かずら橋タクシー、
四国交通(株)、四国旅客鉄道㈱阿波池田駅、箸蔵山ロープウェイ㈱、㈱三野交通、三好レンタカー、(株)池田ケーブルネットワーク、㈱池田警備保障、エムエスアイデザイン㈱、
㈱小川モータース、栗尾電気工事㈲、県西土木㈱、四国電力㈱、鮨ひらい、㈱田原工業、DCMダイキまなべ店、㈲続組、㈲データプロ、㈱寺尾、ナカガワ・アド㈱、㈱南海MJE、
ババカメラ、真鍋経営事務所、社福)三好やまなみ会、㈱明和クリーン、㈱リブドゥコーポレーション、㈲ヤマト重機、㈱阿波銀行、㈱高知銀行、㈱徳島銀行、㈱四国銀行、四国労働金庫、
徳島信用金庫

●主催／徳島県三好市
●共催／一般社団法人 三好市観光協会
●協賛／



①三好市内で撮影された作品であれば、題材（風景・人物・催し等）は自由とします。

②応募者ご本人が平成30年1月1日以降に撮影した未発表の単写真に限ります。

③サイズは4つ切またはワイド4つ切に限ります。デジタル作品も同サイズとします。
　※参考寸法  4つ切（254mm×305mm）　ワイド4つ切（254mm×365mm）

④出品料は無料で応募点数はお一人様5点までとします。

⑤被写体が人物の場合は、被写体ご本人の承諾を得た上でご応募ください。主催者

は肖像権侵害等の責任は負いません。

⑥入賞作品を使用するために必要な権利は、主催者である三好市に帰属するものと

します。入賞作品は、写真素材としての提供も含め、入賞者の許諾を要することな

く無償で使用できるものとします。

⑦入賞作品は、原版（ネガ、ポジ、デジタルデータの何れか）を提出していただきます。

⑧二重応募が認められた場合や原版の提出がない場合は入賞を取り消します。

⑨組み写真、著しく画像処理・加工した作品は選考対象外とします。

⑩入賞作品の公開等において、お名前とお住まいを公表する場合があります。

⑪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一切応じません。

裏面のフォトコンテスト応募用紙に必要事項をご記入の上、応募作品の裏面に貼付

して、千年のかくれんぼフォトコンテスト事務局まで郵送してください。

入賞作品は返却をいたしませんが、入賞外の応募作品で返却を希望される方は、平

成31年4月1日から4月30日までに事務局まで受け取りに来てください。郵送による返

却を希望される方は、ご応募時に返信用切手を貼り返却先の宛名を記載した返信用

封筒を同封してください。切手が無い場合は郵送による返却はできません。

選考後、入賞者本人に通知し、平成31年3月中旬～下旬に開催予定の表彰式にて

表彰いたします。そのほか、三好市公式観光サイト大歩危祖谷ナビのホームページ、

新聞等へ掲載いたします。※電話でのお問い合わせはご遠慮ください。

三好市公式観光サイト 大歩危祖谷ナビ　http://miyoshi-tourism.jp

応募規定

応募方法

作品の返却

選考結果
交通案内

応募先・お問い合わせ先
一般社団法人  三好市観光協会内
千年のかくれんぼフォトコンテスト事務局
〒778-0003　徳島県三好市池田町サラダ1810-18
TEL.0883-76-0877 FAX.0883-76-0876

徳島自動車道（NEXCO西日本・JB本四高速）
井川池田ICから一般道利用  JR阿波池田駅横　約10分

　　四国・　　西日本
各駅～JR阿波池田駅下車

高速バス
神戸から阿波池田バスターミナル  約3時間
（バスターミナルより　徒歩3分）

写真家宮武 健仁 氏

選考
審査員

略歴
1966年大阪生まれ、徳島育ち。紀伊半島で水をテーマとして撮
りはじめ、郷里の吉野川を中心に四国の水のある風景を撮り歩
く。桜島の噴火を見て以来、大地のマグマの「赤い火」の迫力と、
火山国の日本の各地にある地球の活動が感じられる風景と、そ
の近くを流れる清流と、そこに暮らす光る生き物たちを追って全
国を旅する。桜島の赤く光る溶岩や、ホタルの緑に輝く川、ホタル
イカの青く輝く浜などの光景が評価されニューヨークへも招待さ
れ個展「日本の夜と光」を開催。著書に写真集「四季紀伊」「清流
吉野川」「生きている大地『桜島』」や、写真絵本「光るいきもの（３
冊組）」「火山の国に生きる（３冊組）」などがある。
「日経ナショナルジオグラフィック写真賞2013」グランプリ受賞
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天空の里　かかし祭り（東祖谷）
祖谷口秋のフェスティバル（山城）
襖からくり［後山］（西祖谷）
四所神社秋まつり（西祖谷）
川崎獅子太鼓（池田）
襖からくり［徳善］（西祖谷）
黒沢湿原まつり（池田）
山城たぬき祭り（山城）
襖からくり［徳善］（西祖谷）

伊予川芋だき会（山城）
三好長慶武者行列まつり（三野）
なでしこまつり（井川）
箸蔵寺秋季大祭（池田）
山城・妖怪まつり（山城）
おてんのはん市（三野）

池田冬のオブジェ（池田）

雲辺寺初春福餅投げ（池田）
池田えびす祭り(池田)
国際雪合戦四国大会（東祖谷）

四国酒まつり（池田）

諏訪公園桜まつり（池田）

7日
上旬
13日
中旬
19日
20日
21日
中旬～下旬
27日

4日
4日
10日、11日
12日
中旬
25日

1日～1月上旬

3日
10日
下旬

23日

下旬～4月上旬

井川町納涼祭（井川）
西祖谷夏祭り（西祖谷）
剣山山頂神輿渡御祭（東祖谷）
中津山大祭（池田）
山城夏まつり（山城）

箸蔵寺夏祭り［箸供養］（池田）
妖怪屋敷夏祭り（山城）
神代踊り（西祖谷）
三野フェスタ（三野）
いけだ阿波おどり（池田）
祖谷口夏フェスティバル（池田）
ふるさと祭りin大野（山城）
山城鉦踊り［粟山］（山城）
山城鉦踊り［寺野］（山城）
山城鉦踊り［茂地］（山城）
30回記念大会WWAウェイクボード
世界選手権大会2018（池田）

第19回うだつマルシェ（池田）
JCわくわくフェスタ（池田）
四国酒まつり秋の陣（池田）
古宮祭り（西祖谷）

剣山もみじ祭り（東祖谷）
祖谷平家まつり月間
第13回祖谷の粉ひき節日本一大会（東祖谷）

21日
21日
22日
23日
28日

4日
4日
6日（旧暦の6月25日）
13日
13日～16日（前夜祭含む）
14日
15日
15日
16日
19日
30日～9月2日

1日
1日
1日
9日

1日～30日
1日～31日
6日、7日

百手祭り（山城）
山菜まつり（山城）
桜ヶ丘公園桜まつり（井川）
四所神社春まつり(西祖谷)
箸蔵寺春の大祭（池田）
杖立神社 春の大祭（山城）
三所神社 春祭り（東祖谷）
剣山山開き（東祖谷）

ツール・ド・にし阿波（池田）
不動の火祭り（池田）
黒沢大師まつり（池田）

池田jazz横丁2018（池田）
野鹿池しゃくなげまつり（山城）
あめご釣り大会（西祖谷）
黒川谷ほたる祭り（山城）
第1回祖谷ふれあい蛍まつり（西祖谷）

四所神社夏まつり(西祖谷)
丸山祇園花火大会（池田）
剣神社例大祭(東祖谷)

7日、8日
8日
8日
8日
12日
15日
20日
29日

13日
20日
20日

2日
3日
3日、4日
9日
9日

5日
16日
17日

10

11

12
1

2
3

4平成30年

市内イベントの年間日程
※詳しくは三好市観光協会へお問い合わせください。

●募集テーマ

三好市の自然景観、文化財、伝統芸能、イベント、お祭り、街並みなどを
感性豊かに表現した観光写真をご応募ください。

千年のかくれんぼ～分け入るごとに、時は遡り～

●にし阿波観光圏滞在促進地区（大歩危祖谷）キャッチコピー

各賞

千年…ゆっくりと流れる時の経過。その中に刻まれた歴史、伝統、文化が、先人たちの叡智の結晶として暮らしの中に今もなお息づく。

かくれんぼ…その地形により閉ざされた空間、誰もが覗いてみたい神秘的な魅力。懐かしさ、秘めやかさ、優しさ、純真さ。

第一席［1点］
副賞／大歩危祖谷のホテル ペア宿泊券

7万円

第二席［1点］
副賞／大歩危祖谷のホテル ペア宿泊券

5万円

第三席［1点］
副賞／大歩危祖谷のホテル ペア宿泊券

3万円

入選［10点］ 1万円
奨励賞［20点］三好市特産品セット

最優秀賞［1点］
副賞／大歩危祖谷のホテル ペア宿泊券

50万円 応募資格
プロ・アマチュアを問わず、
どなたでも応募していただけます。

選考基準
1.三好市の景観を美しい作品としてPRできるもの。
2.三好市の景観要素の特徴をとらえ、千年のかくれんぼ
の世界観が表現されているもの。
3.写真の技術力が優れているもの。

応募締切
平成31年1月31日（木）まで
※当日消印有効

平成31年


