
ato.insta …〈

あとうしぜん
NPOあとうでは、自然の宝庫である阿東を広く県内外に紹

介するため、四季折々の自然の美しさを題材とした第19

回 “あとう自然美” 写真コンテストを実施いたします。
https://www.facebook.com/atokankou30/
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《応募規定》（あとうインスタグラム部門・自然いっぱい阿東部門は別途参照） 平成 28～29 年度 阿東内イベント実施予定 日時・内容など変更になる場合もございます

あとうインスタグラム応募要項

第 19 回 “あとう自然美” 写真コンテスト応募票  今回から応募点数 5 点以内（複数ご応募の方はコピーしてご利用ください）

撮影スポット・キーワードご案内

【サイズ】
四つ切り、ワイド四つ切り
（カラー、リバーサルプリント、縦横どちらでも可）

【応募方法】
作品の裏面に応募票を貼付し、応募先にお送りください。

【応募点数】
今回から応募点数は1人5点以内となります。入賞は1人1作品です。

【入賞作品の版権】
主催者に帰属します。入賞作品は、NPOあとう(あとう観光協会）
等が作成するポスター、パンフレット等に活用し、各種イベント等
において作品を展示します。

【締切り】
2017年 1月 31日 ( 火 )必着

【審査員】
主催者の委嘱する審査員及び主催者

【審査発表】
2017年 2月中旬 ( 協賛・後援先及び入賞者に直接通知します )

【作品展示】
道の駅「長門峡」　2017年 3月上旬から4月上旬 ( 予定 )

【応募・問合せ先】
〒759-1512  山口県山口市阿東徳佐中3628 
NPOあとう ( TEL : 083-956-2526   FAX : 083-956-2527 )

【細則】

・応募は県内最寄りの山口フジカラー取扱いカメラ店

・入賞外作品は返却いたしますが、送料はご負担（着払い）して
   いただきます。なお入賞作品の返却はできません。

・応募は1枚 1作品とし、組写真は不可とします。

・応募作品は、自作未発表のものに限ります。

・台紙、パネル貼りの作品は失格となります。

・被写体 (特に人物 )の肖像権侵害等の責任は負いかねます。
   応募に際しましては、必ず承諾を得てください。

・入賞作品は原版 (デジタルの場合は、CD等の記憶媒体 )を必ず
   提出してください。(作品と同等の原版 )

・デジタルの場合、画像処理した作品は認めません。

・「自然いっぱい阿東賞」以外は、家庭用プリンター出力物は不可。

・今回入賞外作品の写真展を開催しますので展示の不可をご記入
   ください。未記入の場合は展示は行いません。
   スペースの都合上、応募数が多い場合は1人1～2作品とさせて
   いただきます。開催のご案内は審査後ご連絡します。

・応募票の個人情報は、主催者で適切に管理します。
   ただし、入賞者の氏名、住所等は、新聞、ホームページ等で公開
   する場合があるので、了承の上ご応募ください。

小学生から中学生限定の写真コンテスト！こどもたちの可能性は無限大！

集まれ！未来の
　名カメラマン！

撮影のヒントに、阿東の四季折々の自然の美しさ
行事など観光的に表現したキーワードをご紹介

秋・冬の『長門峡』、渓谷を流れる清流、十種ヶ峰、雪景色、徳佐八幡宮しだれ桜、蔵目喜鉱山露天掘り、船方農場、SL、JR山口線及び車両
リンゴ狩り、梨狩り、十種ヶ峰オートキャンプ場、黄金色に実った田園、夏祭り・もみじ祭り・桜まつり・雪祭り・各史跡  などです。

9月 18日 (日 ) 徳佐りんご祭り 徳佐りんご園 主催：徳佐りんご観光協会
問い合わせ：徳佐りんご組合 083-956-0553

開 催 時 期 イ ベ ン ト 会 　 場 主 催 ・ お 問 合 せ 先 電 話 番 号

9月 22日 (祝・木 ) フルーツ祭り 道の駅長門峡 主催：阿東農林振興事務所
　　　道の駅長門峡

083-956-0984
083-955-0777

10月 2日 (日 ) 嘉年土居神楽
(嘉年森山八幡宮秋季大祭 )

嘉年八幡宮 主催：嘉年八幡宮
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

10月 1日 (土 )～
10月 2日 (日 )～

生雲八幡宮秋季大祭
2日 (日 )奴道中

生雲 問い合わせ：生雲八幡宮
　　　　　　生雲分館

083-954-0059
083-954-1007

10月 9日 (日 ) ホルンフェスティバル 船方総合農場 主催：株式会社みるくたうん 083-957-0369

11月 3日 (祝・木 ) 長門峡もみじ祭 道の駅長門峡 主催：もみじ祭実行委員会
問い合わせ：長門峡観光協会／NPOあとう 083-955-0111

11 月予定 マウンテンバイク
スラローム大会 十種ヶ峰 主催：十種ヶ峰ウッドパーク 083-958-0809

11月 20日 (日 ) 船方農場まつり
(収穫感謝祭 )

船方総合農場 主催：株式会社みるくたうん 083-957-0369

11月 2日 (水 ) 厄神舞 (須賀社秋季大祭 ) 須賀社
主催：須賀社
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

11月 23日 (祝・水 ) 第 7回収穫祭
第6回餅ひろい世界選手権

阿東ふるさと
交流農園

主催：阿東ふるさと交流促進センター
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

11月 27日 (日 ) 道の駅 長門峡 イベント 道の駅長門峡 主催：阿東農林振興事務所
　　　道の駅長門峡

083-956-0984
083-955-0777

12月 23日 (祝・金 ) しめ飾り作りに挑戦 阿東ふるさと
交流農園

主催：阿東ふるさと交流促進センター 083-956-2194

12月 23日 (祝・金 ) クリスマス
ナイトフェスティバル

地福分館駐車場 主催：クリスマスナイトフェスティバル実行委員会
問い合わせ：NPOあとう

083-952-0379
083-956-2526

2月上旬 船平山スキー＆雪遊び 船平山 主催：船平山スキー&雪遊び実行委員会
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

1月下旬予定 あとう雪まつり 十種ヶ峰スキー場 主催：あとう雪まつり実行委員会 083-956-0116

4月上旬予定 桜まつり 徳佐八幡宮境内 主催：桜まつり実行委員会
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

4月上旬予定 さくら祭俳句大会 阿東地域
交流センター

主催：さくら祭俳句大会実行委員会 083-956-0996

5月 3日 (水 )～
5月 5日 (金 )

原っぱ祭り 船方総合農場 主催：株式会社みるくたうん 083-957-0369

5月中旬予定 お田植え祭り 道の駅願成就温泉
すぐそばの田んぼ

主催：徳佐はやしだ保存会 山口県央商工会青年部
問い合わせ：保存会事務局／NPOあとう

083-956-0032
083-956-2526

7月予定 マウンテンバイク
スラローム大会

十種ヶ峰スキー場 主催：十種ヶ峰ウッドパーク 083-958-0809

7月中旬予定 船平山ゆうすげ祭り 船平山 主催：ゆうすげ祭り実行委員会
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

8月上旬～ ぶどう狩り 徳佐・地福 主催：ぶどう園
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

8月上旬～ 梨狩り 篠生・地福・生雲 主催：各なし園
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

8月中旬～ りんご狩り 徳佐・地福 主催：各りんご園
問い合わせ：NPOあとう 083-956-2526

8月下旬予定 十種ヶ峰登山マラソン大会 嘉年・十種ヶ峰 主催：十種ヶ峰登山マラソン実行委員会 083-956-0116

「Instagram」を
インストール

1
公式アカウント
をフォロー

2

阿東で風景など
を撮影

3
ハッシュタグを
付けて投稿

4

「Instagram」をインストールしてください。1

「@ato.insta」を検索してフォロー。2

あとう自然美写真コンテスト用の写真を撮影。きれいな風景などお気に入りのシーンを撮影してください。3

撮影した画像にハッシュタグ「# あとうしぜん」を付けて、投稿してください。4

ハッシュタグ # あとうしぜん    を付けて応募！

【コンテスト名】あとう自然美写真コンテスト あとうインスタグラム部門
【開催期間】2016年 8月 1日 (日 )～ 2017年 1月 31日 (火 )　【優秀作品発表】2017年 2月中旬（入賞者に直接通知いたします）
【賞品】部門賞 1名様：賞状、副賞、記念品

写真投稿前に必ずホームページ内の投稿規約をご確認・遵守ください。下記ＱＲコードからご確認いただけます。
応募締切後、厳選な抽選の上当選者を決定いたします。抽選方法・権利その他に関してはホームページにて必ずご確認ください。
結果発表は当選者に Instagram ダイレクト（Instagram のダイレクト投稿機能）でご連絡いたします。
公式アウントを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。
当選通知受信後、指定の期限までに、ご連絡先、賞品お届け先等、必要事項を指定の方法でご連絡ください。
ご連絡が 7 日以内にない場合は当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。
※当選者にはダイレクトメッセージを送信するため Instagram Ver5.0 以降のダウンロード、アップデートが必要です。
※お使い端末の Instagram の通知設定（プッシュ通知）をオンにして下さい。

インスタグラム部門賞品はホームページもしくは下記ＱＲコードからご確認いただけます。
あとう自然美写真コンテストホームページ・アドレス…http://npo-ato.wixsite.com/shizenbi
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このコンテストを何で知りましたか？ (○で囲んでください )　①チラシ　②ホームページ　 ③以前応募して　④その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  )

〒 －

ふ り が な

年齢 撮影年月日 平成　　年　　月　　日

職業

性別 男・女歳

撮影秘話 写真の返却 要・不要

主催：（一財）山口観光コンベンション協会 阿東支部 NPO あとう　 　協賛：（株）山口フジカラー　　後援：山口市、（一社）山口県観光連盟、アート・サンディー・カメラクラブ（A.S.C）、朝日新聞社、読売新聞西部本社、毎日新聞社、山口新聞社、KRY山口放送、tys テレビ山口、yab山口朝日放送、山口ケーブルビジョン

専用
ホームページ
ＱＲコード→

【応募作品】デジタル・カメラ、スマートフォン・iPhone・各種タブレットで撮影したもの。
【コンテスト名】あとう自然美写真コンテスト 自然いっぱい阿東賞 部門　　＊詳細はホームページをご確認ください (下記QRコード )
【開催期間】2016年 8月 1日 (日 )～ 2017年 1月 31日 (火 )　【優秀作品発表】2017年 2月中旬（入賞者に直接通知いたします）
【賞品】部門賞 1名様：賞状、副賞、記念品　【作品展示】部門賞を筆頭に応募作品の中から何点か選抜、展示の予定がございます。

【応募資格】撮影時、小学生から中学生
【応募方法】A4プリンター出力を郵送
＊必ずホームページをご覧ください。
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小・中学生限定 !! 自然いっぱい阿東部門賞応募要項


