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2020 Kamakura Promotion Photo Contest
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フォトコンテスト
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鎌倉が被写体となる
とっておきの一枚を募集します

www.kamakura-photo.org/contest
〈応募ページ〉

フォトコンテストページよりデジタルデータのみ
の応募となります。規約に同意の上、フォーマッ
トにそってご応募いただきます。

応募方法 審査委員長／写真家………………………………十文字美信
審査委員／鎌倉商工会議所会頭…………………久保田陽彦
鎌倉市商店街連合会会長…………………………高橋　令和
鎌倉市観光協会会長………………………………大森　道明

最優秀賞（グランプリ） …１作品
優秀賞 ……………………4 作品
観光賞 ……………………１作品

審査委員

賞
スマホ賞 ………1 作品
入　選 ……… 18 作品

※写真データサイズは、5MB以内。
　応募作品については、鎌倉市観光協会が無償で使用権を有する。
　応募費用：無料　出品点数：制限なし

2019年12/1（日）～2020年1/31（金）応募期間 17：00
必着

最優秀賞（グランプリ）を1作品、優秀賞を４作品、観光賞を1作品、スマホ賞を1作品、入選を18作品
【最優秀賞】………………………………………… 賞状・副賞（キヤノン ミラーレスカメラEOS M200・レンズキット）
【優 秀 賞】 ●  鎌倉市長賞 ……………………… 賞状・副賞（鎌倉パークホテルペア宿泊券）

●  鎌倉商工会議所会頭賞…………… 賞状・副賞（鎌倉パークホテルペア宿泊券）
●  鎌倉市商店街連合会会長賞……… 賞状・副賞（かいひん荘鎌倉ペア宿泊券）
●  鎌倉市観光協会会長賞…………… 賞状・副賞（鎌倉プリンスホテルペア宿泊券）

【観 光 賞】………………………………………… 賞状・副賞（JTB旅行券３万円分）
【スマホ賞】………………………………………… 賞状・副賞（伝統工芸品 鎌倉彫）
【入　　選】………………………………………… 賞状・副賞（かまくら推奨品）

〒248-0012  鎌倉市御成町1-12江ノ電ビル4階

鎌倉市観光協会公益社団法人 （8：30～17：15）

＊詳細は受賞通知メールによりお知らせいたします。

2020年3月下旬を予定。入賞者全員にメールで通知を行い、入賞作品については当協会ホームページ内で発表し
ます。また、後日表彰式・展示会を行います。詳細は入賞者に別途ご連絡いたします。本コンテストの入賞者には受
賞決定後、より解像度の高い画像データの追加提出をお願いする場合があります。

つれていきたい鎌
倉

各賞と賞品

入賞発表

0467-23-3050  　　 0467-22-3516  　　 https://www.trip-kamakura.com/TEL FAX URL

お問い合わせ
コンテスト特設ウェブページはこちら

コンテスト特設ウェブページはこちら

フォトコンテスト2019 優秀作品を展示します！（2020/1/7-2020/1/31）

源頼朝の義弟・北条時房の邸宅跡地に建つ店内には、
発掘調査による出土品も常設展示中です。

営業時間　9：00-20：00　℡0467-73-7358
鎌倉市雪ノ下 1-8-36若宮大路沿い

鎌倉カレンダー

プロモーションフォトコンテスト2019の入賞作品が
カレンダーになりました。
ぜひ入賞を目指して、チャレンジしてみてください。
皆さまからのご応募をお待ちしております。

絶賛発売中!!
2020

2020 Kamakura Calender

1,200円（税込）／B4判サイズ

詳しくは鎌倉市観光協会（0467-23-3050）までお問い合わせください。

湘南の老舗情報紙 横浜の魅力が詰まった情報紙

湘南全域にPR!!
お問合せ お問合せ

湘南よみうり編集部
☎0466（50）5088

ヨコハマよみうり編集部
☎045（651）5010

横浜市内全域にPR!!
20万部 毎月1日発行 40万部 毎月5日発行

●お店の宣伝　●生徒さんの募集　●イベント告知など

株式会社 湘南よみうり新聞社



つれていきたい鎌倉

　「鎌倉」プロモーションフォトコンテストは、今年で２４回目を迎えます。タイトルが示すように、これは「鎌
倉」を内外にプロモーションする写真コンテストになります。２０２０年は東京オリンピック・パラリンピックの
開催年で、横浜市や藤沢市江の島が競技会場となっていることから、観光客の皆さまにとっては、例年以上
に「鎌倉」が注目を集める節目の年となります。
　「鎌倉」を被写体として写真を撮ることは簡単なことではありません。最近はスマートフォンの普及に伴
い、写真の加工技術が非常に上がり、プロカメラマンと一般の方との境界線が分かりにくくなっています。こ
のコンテストで重要なのは、「鎌倉」らしい特徴がよく表れているということ。加工編集はNGではありません
が、あくまでも“鎌倉から離れないこと”が条件です。皆さまから寄せられた作品によって、「鎌倉」の新しい
魅力発見につながればと思います。 応募作品は、応募者本人が撮影し、すべての著作権を有しているもの

とします。（撮影地への許可は応募者本人が取ってください。人物を
撮影している場合は、応募者が責任をもって被写体ご本人に、写真を
本コンテストに応募されること、入選の際は市内への掲示や、観光協
会の広報物（ホームページや販売するカレンダー等）に掲載されるこ
とについて、肖像権の承諾を得てください。）

デジタルデータで納品できるものを対象とし、コンテスト特設ウェブ
ページ（www.kamakura-photo.org/contest）での応募に限ります。

応募事項の形式は応募フォームのとおりとし、必要事項を入力してい
ただき１作品ごとにフォームをご利用ください。

ご応募いただける画像サイズは5MB以内、ファイル形式はJPEGに
限ります。

応募費用は無料とし出品点数の制限はありません。

本規定を熟読の上、ご応募ください。

一般に公募されている雑誌、ウェブ、企業や団体主催のコンテストとの二重
投稿や類似作品、または過去に入賞した作品のご応募はご遠慮ください。
※他コンテストで落選が確定した作品、市販目的のない出版物、個人的なホームページに公
　表した作品の応募は可能です。

鎌倉市内を被写体としたものをご応募ください。

公序良俗に反しているもの、もしくは反するおそれのあるものについ
ては、選考対象外とさせていただきます。

応募費用は無料ですが、撮影・応募に伴い発生した一切の費用は、応
募者のご負担となります。

応募作品データは返却いたしません。

入選通知後に、応募規定の違反や、被写体の肖像権の確認が得られ
ていないことが判明した場合、入賞を取り消すことがあります。

被写体の肖像権、著作権などには十分ご注意ください。
※応募者の責任ですべての問題を解決した上でご応募ください。

撮影をする際は、各所の注意・指示に従ってください。

総データ容量が5MBを超えますと受け付けができませんのでご注
意ください。エラーが出る場合、時間を置いてやり直すか、画像サイ
ズの変換をお願いいたします。
画像サイズ変換ソフト例：縮小専用　http://i-section.net
※上記ソフトウェアを使用すること、および使用できないことによって生じた損害に対する責
　任を当協会では一切負いません。

応募作品に関して法律上の問題が生じた場合、応募者の責任および
負担において、その一切を解決するものとします。

写真家。1947年横浜生まれ。1971年、写真家として独立。デビュー作「untitled」（首なし）が、ニューヨーク近代美術館で開催された「New Japanese Photography」
展に招待される。2017年6月、60代10年間の作品をまとめた写真集「常ならむ」を刊行。時のうつろいの視覚化を試みた。

応募要項

審査委員長紹介

テーマ

注意事項

応募規定 応募資格

応募作品の著作権・使用権

十文字  美信 J U M O N J I  B I S H I N

Pro f i l e

最優秀賞
「耐える」
田村 拓也

鎌倉市観光協会会長賞
「奉納の舞」
酒井 俊也

鎌倉市商店街連合会会長賞
「ウンタッタウンタッタ」

宇野 富紀子

観光賞
「二の矢に猛進」

牧之内 貞治

スマホ賞
「パワー注入」
小林 アユミ

鎌倉市長賞
「明ける七里ガ浜」

沢田 俊幸

鎌倉商工会議所会頭賞
「散華」
沖山 博

鎌倉が大好きな方であればどなたでも応募可能です。但し、応募者は応
募作品の著作権を持つ撮影者本人に限ります。

（公社）鎌倉市観光協会は全応募作品を無償で使用する権利を有します。
作品は主に次の目的で使用いたします。

①各種出版物への掲載　

②広報宣伝物への掲載（新聞・雑誌広告、ポスターなどの印刷物、ホー
　ムページ・ブログ等ウェブコンテンツとしての二次利用を含みます）

③当協会ホームページ内「フォトライブラリー」での貸出
　 ※フォトライブラリーとは、当協会ホームページ内から、観光客誘致のため鎌倉の写真
　　  画像の要望に対しデジタルデータにて貸出している事業です。

個人情報について

お預かりした個人情報は、本事務局にて安全に管理し機密を保持し、入
賞通知・発表などの本コンテストの運営、また、協会事業のお知らせに
使用いたします。

鎌倉市観光協会では、キヤノンEOS M100の無料貸し出しをし
ています。この機会にぜひ、ミラーレスカメラを体験して、「鎌倉
プロモーションフォトコンテスト2020」に応募してみてください。
（高校生以下貸出不可）

◆貸出場所
　鎌倉市観光協会（鎌倉駅西口）

◆貸出時間
　10：00～16：30
　（受付13：00まで）

◆お持ちいただくもの
　写真付き身分証明書
　（身分証明がない場合、貸し出しできません）

昨年度は応募作品1081点から25作品が入賞しました。今年も奮ってご応募ください。

ミラーレスカメラ無料貸し出し中

過去の入賞作品は、コンテスト特設ウェブページよりご覧ください
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応募から審査、発表までの流れ ※スケジュールは変更の場合がございます。ご了承ください。

応 募
2019年12月1日（日）～
2020年1月31日（金）

17時必着

STEP.1

審 査
2020年2月

STEP.2

発 表
2020年3月下旬

STEP.3

2020年4月下旬

表彰式
STEP.4

2019最優秀賞・優秀賞 作品紹介
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