
(株)池田ケーブルネットワーク、ナカガワ・アド(株)、(株)阿波銀行池田支店、(株)四国銀行池田支店、(株)徳島大正銀行池田支店、(株)高知銀行池田支店、徳島信用金庫池田支店、
四国労働金庫池田支店

主催／三好市
共催／一般社団法人 三好市観光協会
協賛／(有)ヤマト重機、(株)明和クリーン、阿波池田駅前ホテルイレブン、レオマ高原ゴルフ倶楽部

年 齢 歳

第10回 千年のかくれんぼ フォトコンテスト応募用紙  ［プリント部門用］

題 名

撮影場所

撮 影 日

三好市

西暦20　　  年　　  月　　  日

氏 名
ふ り が な

住 所

電話番号 メ ー ル
アドレス

〒

（　　　　）　　－ @

※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.ドローンで撮影された方は届け出の有無を必ずご記入ください。また、規定事項をよくお読みください。

キリトリ線キリトリ線

ドローン作品 航空局への届出 私有地・人物についての撮影・使用許可 有　・　無有　・　無

ご応募・お問い合わせに関しては　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 TEL.0883-70-5804  WEBサイト https://miyoshi-tourism.jp/
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千年のかくれんぼ
～分け入るごとに、時は遡り～

第10回 フォトコンテスト
募集
要項

大杉 隼平さんと巡る写真撮影会

千年のかくれんぼフォトコンテスト特別賞

三好市の一大イベントでもある「いけだ阿波おどり」の、楽しさ、躍動感、臨場感、色々な風景を感じられる
作品を募集します。また、アンダー18（18歳以下）の若い方からの作品、インスタグラムでは、今までにな
いような“映え”スポット作品を募集します。

本コンテスト選考審査員を務めていただく大杉隼平さんと一緒
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、三好市公式観光サイト大歩危祖谷ナビの
　ホームページ等で発表いたします。

◆プリント部門〈いけだ阿波おどり作品•アンダー18（18歳以下）作品〉
◆インスタグラム部門〈“映え”スポット作品〉

令和三年度 プリント部門 最優秀賞 「Color of Autumn」上杉 孝徹
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令和三年度 インスタグラム部門 最優秀賞 「じゃがいも畑に咲いた笑顔」 risa_family

四国のほぼ真ん中に位置する三好市は、四季折々の表情を豊かに見せる山並みや、
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。中心部にある池田町は、昔たばこ
産業で栄え、今なお、うだつのある家が立ち並ぶ歴史と文化を持ち合わせた情緒ある
町です。そこから少し足を運ぶと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、国定名勝・天然記念物の大歩危峡・小歩危峡などがあ
り、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9回「千年のかくれん
ぼフォトコンテスト」には、応募作品総数：1327点 （プリント部門：252点 インスタグラム
部門：1075点）のご応募を頂き、今年度も継続して、第10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

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。

令和三年度 プリント部門 優秀賞 「新春の大歩危峡」 risa_family

令和三年度 インスタグラム部門 特別賞（アウトドア作品）
「奏で（かなで」 kominkayado33kouya

三好市公式観光サイト

大歩危祖谷ナビ
https://miyoshi-tourism.jp/

令和三年度 プリント部門 特別賞 （アンダー18作品）
「川に映った僕と家族と空」 上笹 春真

令和三年度 プリント部門 特別賞（まつり文化作品） 
「練り供養」 加藤 敬二 

令和三年度 インスタグラム部門 特別賞（ポートレート作品）
「夢の中」  lilico218



写真家大杉 隼平 氏

選考
審査員

略歴

1982年東京生まれ。ロンドンで写真とアートを学ぶ。現在、雑誌
やTV、広告、カタログなどで活動する傍ら、約200人の国内外の
役者の宣材写真やアーティスト写真を手掛け、様々なブランドと
のコラボレーション、国内外の企業のプロモーション撮影と活動
は多岐に渡る。
また、CP＋主催の「THE EDITORS PHOTO AWARD 
ZOOMS JAPAN 2020」では、一般投票で最多票を獲得しパブ
リック賞を受賞。ライフワークとして旅と日常をテーマに写真展を
開催している。

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や感動体験、思い出など共感できる
作品をご応募ください。

にし阿波～剣山・吉野川観光圏のブランドコンセプト

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。

～千年のかくれんぼ～

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応募者ご本人が撮影した未発表の単写真に限ります。
③過去の作品も受付します。
　※2020年1月1日以降に撮影された作品に限ります。
　※特別賞「いけだ阿波おどり」については期限なし。
④(プリント部門)サイズは4つ切またはワイド4つ切に限ります。
　※参考寸法　4つ切(254mm×305mm)
　　　　　　　ワイド4つ切(254mm×365mm)
　出品料は無料で応募点数はお一人様5点までとします。
　(インスタグラム部門)スクエア、縦長・横長、問いません。
　ご応募にかかるインターネット接続料および通信費は応募者のご負担　
　となります。また、応募は何点でもできますが1投稿1点とします。
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。主催者側は肖像権侵害等の責任は負いません。
⑥入賞作品について、優先的使用権を主催者側は有するものとします。応
　募者は主催者側に対し、主催者側が発行・作成する印刷物、SNSでの利
　用、写真素材としての提供など、主催者側が行う観光振興を目的として使
　用する著作権法上の権利について、国内外を問わず、非独占的に使用を
　主催者側に許諾するものとし、著作権人格権を行使しないものとします。
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ドローンで撮影する作品については、航空法を満たし、下記の要項を厳
　守してください。また、提出時に航空局への届出の有無、私有地や人物に
　ついての許可の有無を記載してご応募下さい。なお、法令等を遵守せず
　に撮影されたと思われる作品は、コンテストの対象外とさせていただきま
　す。
　●撮影可能時間について(日の出から日没までの間)、飛行について(地
　　上から150ｍ以内で撮影)、第三者や建物との距離について(30ｍ以
　　内には近づかない)
　　※かずら橋付近での撮影は安全配慮の為禁止しております。
⑪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。
⑫コンテストの審査結果に関するお問い合わせおよびクレームには一切応
　じません。
⑬(インスタグラム部門)インスタグラム内での投稿を含む発言内容やそれに
　関わるトラブル、アプリケーションの動作環境による損害等に関しては一

※応募の時点で、応募者は本応募規定ならびに応募上のご注意に記載する諸条件に
　同意したとみなします。
※本コンテストはInstagramが支援、運営、承認、関与するものではありません。
　また、Instagramを御利用の際は、本留意事項の他、Instagramの規約を遵守してく
　ださい。なお非公開アカウントでは投稿が確認できませんので、必ず公開アカウント
　での投稿をお願いします。

応募資格
プロ・アマチュアを問わず、どなたでも応募できます。

応募方法

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。

応募締切
2023年1月13日（金）まで
※当日消印有効

応募規定

徳島県三好市「＠miyo sh i c i t y」、三好市観光協会「＠
miyoshi_kankou」2つのアカウントをフォローし、ハッシュタグ「＃
千年のかくれんぼ_miyoshifinder_2022」をつけて投稿すれば応
募完了です。なお、アカウントを非公開とされている場合は応募対
象外となります。
投稿写真のキャプションには必ず撮影日と撮影場所を記載してく
ださい(位置情報でも可)

［インスタグラム部門］

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。※持ち込みはご遠慮ください。

［プリント部門］

作品の返却
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、2023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。

［プリント部門］

選考結果
選考後、入賞者本人に通知し、2023年3月頃表彰をします。入賞
者の皆様へご案内をお送りしますので、ご住所の変更があった場
合はご連絡下さい。また、インスタグラム部門の入賞者へは公式
アカウント「＠miyoshi_kankou」からダイレクトメッセージをお送
りします。フォローを解除した場合は連絡がとれませんのでご注意
ください。※連絡がとれない場合は入賞を取り消させていただく場合があります。
入賞者の発表につきましては、三好市公式観光サイト大歩危祖
谷ナビのホームページに掲載します。
（電話でのお問い合わせはご遠慮ください。）
賞金・賞品につきましては、表彰後発送いたします。(送付先は日
本国内に限ります。)
入賞作品は4月より1年間、三好市公式観光サイト大歩危祖谷ナ
ビフォトコンテストページにて掲載し、県内外の観光施設にて移動
写真展を行います。移動写真展につきましては、三好市観光協会
のHP、FB、インスタグラムにてご案内しております。
※展示期間については変更する場合があります。
◆イベント情報につきましては、三好市観光サイト大歩危祖谷ナビ 
　イベント一覧をご覧ください。

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1893-1
TEL.0883-70-5804 FAX.0883-70-5805

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）

募集テーマ

各賞プリント部門

最優秀賞 ［1点］
［1点］

12万円

最優秀賞 ［1点］2万円

優秀賞 万円

【いけだ阿波おどり作品・アンダー18作品各1点ずつで選定】

2
［2点］特別賞 万円相当の商品（三好市特産品セット）1

インスタグラム部門

［5点］入　選 千円相当の賞品(三好市特産品セット)5
［5点］佳　作 千円相当の賞品(三好市特産品セット)

 
3

［1点］特別賞 万円相当の商品（三好市特産品セット）1
【“映え”スポット作品で選定】

［5点］入　選 千円相当の賞品(三好市特産品セット)5
［5点］佳　作 千円相当の賞品(三好市特産品セット)3

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

●ウェブサイト

三好市 公式インスタグラム
https://instagram.com/miyoshicity

三好市観光協会 公式インスタグラム
https://instagram.com/miyoshi_kankou

●インスタグラムからも応募可能

令和三年度 プリント部門 佳作
「秘境の輝き」 谷口　仁美


