
千葉県下のアマチュアカメラマンが、年に一度その力量を競い合う公募展です。
（一般 ・個人会員 ・県本部支部会員共通）

目　　的 写真文化の発展を通じて社会に貢献し、写真をとおしてｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝを図ることを目的とする。
応募資格 千葉県内に居住、通勤もしくは通学などで千葉県に関連を持っている方。
応募作品 ①　カラー・モノクロともＡ４サイズ～四つ切サイズ（ワイド四つ切りは不可）とし、単写真に限る。

②　画像の合成・加工は禁止。比較明合成は可。インクジェット作品は１枚づつ透明の袋に入れる。
③　作品の画題は、漢字を含めて１０文字以内とする。

募集部門 自由な発想で捉えた現象や心象、社会生活の様相等を表現したもの。
課題は「乗りもの」。応募票に撮影地を明記すること。
自然や風景、動植物の生態等。応募票に撮影地を明記すること。
花を自由な発想で撮影したもの。
自由作品。この部門の応募料は無料です。

応募作品は部門別に封筒を分け、部門および枚数を明記すること。（部門別封筒の
一括送付は可です）　部門の明記がなく、部門の不明な作品は審査の対象外とさせて
いただきます。

応募点数 各部門ごとに１人５点以内。
応 募 料 応募点数にかかわらず各部門毎に一般と個人会員は２，０００円、県本部支部会員は１，５００円。

応募票および応募料相当の郵便小為替（指定受取人欄には記入しない）を作品に同封してご送付
下さい。また、返却を希望される方は、返却希望の有りに○印を付け、返却料金として１，０００円の
郵便小為替を同封して下さい。（但し、展示作品の返却は展示会終了後会場での返却となります）

応募方法 ①一般および個人会員の方は個人単位で応募して下さい。
②支部会員は支部で取り纏め支部総括表を添えて送付して下さい。

締 切 り 平成31年1月11日【金】必着
応 募 票 応募票（コピ－可）を使用して、作品の裏面に両面テープか、セロテ－プを輪にして、作品の天地が

分るように貼りつけること。申込書にも詳細を記入して作品に同封して下さい。
送 付 先 〒260-0013　千葉市中央区中央３－１０－４　朝日新聞千葉総局内

　「第44回千葉県民写真展」係   （℡０４３－２２３－１９１１）
入賞発表 ①全日本写真連盟と千葉県本部のホームページや、朝日新聞紙上およびフォトアサヒに掲載。

②入賞者には直接通知します。
写 真 展 ①入賞作品は平成３１年２月２６日（火）～３月３日（日）に千葉県立美術館にて展示の予定。

　　展示時間　：　９時～１６時３０分9時～16時30分
②各部門の応募者全員の作品（入賞作品又は選外作品）を１人１点展示。展示辞退者は明記すること。
　　選外作品の展示作品は事務局にお任せいただくこととして個別のご希望はご容赦下さい。

賞 グランプリ賞１点　（５部門の最優秀賞作品の中で最も優秀な作品）
（５部門共通） 最優秀賞１点

優秀賞２点、　特選２点
特別賞 千葉県知事賞、千葉県教育長賞、朝日カルチャ－センタ－千葉賞

朝日新聞社賞、全日写連賞、審査委員長賞、千葉県本部長賞、　
秀作１５点、　モノクロ賞大３点

表 彰 式 平成31年3月3日【日】千葉県立美術館講堂にて13時から開催します。
欠席者の賞状、賞品は郵送できませんので、必ず代理人の出席をお願いします。

審 査 員 写真家 柿本完二氏 及び 赤城耕一氏　

問 合 せ 全日本写真連盟千葉県本部事務局　（℡　０９０-５７９６-３２２６　木村まで）
注　　意 ①人物を撮影した作品は、当人に作品発表の承諾を受けてご応募ください。

②受賞作品の被写体の肖像権、財産権および使用権など他人が権利を有する作品に関しては
　　問題が発生しても主催者側は一切責任を負いません。
③入賞作品は新聞、雑誌およびメディアに発表、掲載することがあります。
④展示作品は、展示終了日の１６時３５分以降（美術館の規定）に展示場にて返却いたします。

主　　催 全日本写真連盟千葉県本部、朝日新聞社
後　　援 千葉県、千葉県教育委員会
協　　賛 エプソン販売、ニコンイメ－ジングジャパン、朝日カルチャーセンター千葉、ピクトリコ、アスカネット、

その他

ネ－チャ－の部
花　　の　　部

中学 ・高校の部

　　  モノムロ大賞　　　　全部門から選抜し、モノムロ大賞３賞を授与します。

主催　全日本写真連盟千葉県本部／朝日新聞社

第４４回　千葉県民写真展 作品募集
写真展 ： 千葉県立美術館 　　平成３１年２月２６日（火）～３月３日（日）開催

自　由　の　部
課　題　の　部

            皆様の日頃の力作、野心作を広く募集いたします。



　電話：　　　　　-　　　　　　　-

出品部門 自由の部 課題の部 ネ－チャ－の部 花の部 中学高校 返却料

出品点数 点 点 点 点 点 －

応 募 料 ￥ ￥ ￥ ￥ 無料 ￥

希望 希望しない 有り 無し

＊応募料は、事故防止のため、郵便小為替にてお願いします。 受付

＊個人情報は、千葉県民写真展以外使用いたしません。

　　◆　「申込書」は詳細を記入し、郵便定額小為替を同封してお送り下さい。

　　◆　応募作品のサイズは、Ａ４からは四ツ切り（２５４×３０５）です。ワイド四ツ切りは受付けません。

　　◆　選外作品展示希望の場合、展示作品の選定は県本部にお任せ下さい。

　　◆　展示作品の返却は、写真展最終日の１６時３５分に撤去後、お持ち帰り下さい。

（該当部門に○印を付ける）

撮影場所　：

課　題
ネ－チャ－

学校名 　ＴＥＬ：　　　　　-　　　　　　　-

受付ＮＯ． １次 ２次 ３次 賞

（該当部門に○印を付ける）

撮影場所　：

課　題
ネ－チャ－

学校名 　ＴＥＬ：　　　　　-　　　　　　　-

受付ＮＯ． １次 ２次 ３次 賞

事務局記入欄 展　示 返　却

氏　名

フリガナ 該当部分に○印を付ける

一般　 ・　 個人会員　 ・　 中学高校

第４４回　　千葉県民写真展　応募票　　　　　　　＊作品の裏面に天地を合わせて貼りつけて下さい

部　門
　自由　・　課題　・　ネ－チャ－　・　花　・　中学高校

応募点数　：　　　　枚の内　　　枚目

題　名

事務局記入欄 展　示 返　却

切り取り線

題　名

氏　名

フリガナ 該当部分に○印を付ける

一般　 ・　 個人会員　 ・　 中学高校

切り取り線

第４４回　　千葉県民写真展　応募票　　　　　　　＊作品の裏面に天地を合わせて貼りつけて下さい

部　門
　自由　・　課題　・　ネ－チャ－　・　花　・　中学高校

応募点数　：　　　　枚の内　　　枚目

切り取り線

第４４回 千葉県民写真展　申込書　  「 一般／個人会員／中学高校用 」

住　所
〒　　　　-

氏　名

フリガナ 該当部分に○印を付ける

一般 　・　 個人会員　 ・　 中学高校

合　　計

　　　　　　　　　　　点

￥

注意事項

選外作品の展示　：　 返却希望　：



　電話：　　　　　-　　　　　　　-

出品部門 自由の部 課題の部 ネ－チャ－の部 花の部 返却料

出品点数 点 点 点 点 －

応 募 料 ￥ ￥ ￥ ￥ ￥

希望 希望しない 有り 無し

＊応募料は、事故防止のため、郵便小為替にてお願いします。 受付

＊個人情報は、千葉県民写真展以外使用いたしません。

　　◆　支部会員は支部で取り纏め支部総括表を添えて送付して下さい。

　　◆　応募作品のサイズは、Ａ４から四ツ切り（２５４×３０５）です。ワイド四ツ切りは受付けません。

　　◆　選外作品展示希望の場合、展示作品の選定は県本部にお任せ下さい。

　　◆　展示作品の返却は、写真展最終日の１６時３５分に撤去後、お持ち帰り下さい。

（該当部門に○印を付ける）

撮影場所　：

課　題
ネ－チャ－

受付ＮＯ． １次 ２次 ３次 賞

（該当部門に○印を付ける）

撮影場所　：

課　題
ネ－チャ－

受付ＮＯ． １次 ２次 ３次 賞

事務局記入欄 展　示 返　却

氏　名

フリガナ 支部名 支部受付番号

　　　　　　　　　　　　　支部

部　門
　自由　・　課題　・　ネ－チャ－　・　花　

応募点数　：　　　　　枚の内　　　　　枚目

題　名

フリガナ

事務局記入欄 展　示 返　却

切り取り線

第４４回　　千葉県民写真展　支部会員用応募票　　　　　　　＊作品の裏面に天地を合わせて貼りつけて下さい

題　名

フリガナ

氏　名

フリガナ 支部名 支部受付番号

　　　　　　　　　　　　　支部

返却希望　：

切り取り線

第４４回　　千葉県民写真展　支部会員用応募票　　　　　　　＊作品の裏面に天地を合わせて貼りつけて下さい

部　門
　自由　・　課題　・　ネ－チャ－　・　花　

応募点数　：　　　　　枚の内　　　　　枚目

切り取り線

合　　計

　　　　　　　　　　　点

￥

注意事項

第４４回 千葉県民写真展　申込書　　「県本部支部会員用」

住　所

〒　　　　-

氏　名

フリガナ 支部名 支部受付番号

　　　　　　　　　　支部

選外作品の展示　：　


