
門司港レトロ大撮影会

◎主　催　　キヤノンフォトクラブ北九州・第34回 キヤノンフォトクラブ北九州主催撮影会
◎後　援　　キヤノンフォトサークル・北九州市・北九州市観光協会
◎協　賛　　出光美術館・海峡プラザ・海鮮処海人・九州鉄道記念館・JR門司港駅・株式会社 トーホーフードサービス
　　　　　　プラザ祇園市場・マリーゴールド門司港迎賓館・まんねん亀・門司港運㈱・門司港地ビール工房・㈱門司港ホテル（50音順）

１名　賞状・入賞作品入り特製表彰額　副賞：賞金３万円

１名　賞状・入賞作品入り特製表彰額　副賞：賞金２万円　

１名　賞状・入賞作品入り特製表彰額　副賞：賞金２万円　

１名　賞状・入賞作品入り特製表彰額　副賞：賞金２万円　

10名　賞状　副賞：キヤノンフォトサークル賞
　　　

10名　賞状　副賞：キヤノンフォトサークル賞

北九州市長賞

観光協会局長賞

JR門司港駅長賞

門司港レトロ賞

入選

佳作

■写真コンテスト細則

写真コンテスト

賞
当日会場で35mm版フィルムカメラ・デジタルカメラで撮影された写真なら、どな
たでも応募できます。

①規定の応募票に記入の上、作品の裏に貼ってください。（自作可）

②応募作品の種類とサイズ

　単写真 四ッ切・A４（カラープリント・モノクロ）

　ワイド四ッ切・サービス四ッ切・ダイレクトプリントの応募可

　合成写真不可、スライド原版・組写真での応募は受け付けません。

③作品の送付中の事故については、いっさい責任を負いかねます。

④応募作品は返却いたしませんので、ご了承ください。

⑤締切日：２０１２年１０月１６日（火）（当日消印有効）

⑥送り先：〒802-8799 北九州中央郵便局留置き

　　　　　　　　　　 キヤノンフォトクラブ北九州

　　　　　　　　　　門司港レトロ大撮影会写真コンテスト　係

⑦発　表：キヤノンフォトクラブ北九州ホームページ

キヤノンフォトクラブ北九州→検索

⑧表彰式：２０１２年　月　　日（　）

　　　　　会　場　未定

　　　　　入賞者の方にはご案内致します

⑨作品展：２０１２年　月　　日（　）～　月　　日（　）

　　　　　会　場　未定

門司港レトロ大撮影会応募票（見本）

画　題

氏　名

住　所

取扱店

フ リ ガ ナ

〒

B

No.

門司港レトロ大撮影会応募票（見本）

画　題

氏　名

住　所

取扱店

フ リ ガ ナ

〒

B

No.

■モデル３名　門司港仮面グループ・西南女学院レトロ小町　その他色々イベント在り

※個人情報の取り扱いについて：フォトコンテスト応募票にて応募頂いた個人情報は、当コンテストの運営に必要な範囲内で利用し、利用目的を超えて利用する
　　　　　　　　　　　　　　　ことはありません。

⑩入賞作品の著作権は主催者に帰属し、ネガもしくはデータを提供していただきます。

⑪モデルの肖像権保護のため、当日撮影会で撮影した作品の他のコンテストへの　

　応募や、ホームページ等への掲載を禁じます。

⑫細則に違反した場合は、入賞を取り消します。

●35mmフルサイズ 約2230万画素CMOSセンサー 

●常用ISO感度100～25600 拡張ISO感度H1:51200 H2:102400 

●最高約6コマ/秒の高速連続撮影。静音連続撮影も可能 

●61点高密度レティクルAF 

●新開発・映像エンジンDIGIC 5+ 

●多重露出撮影機能・ハイダイナミックレンジモード 

●視野率約100% 高倍率ファインダー 

●ワイド3.2型 約104万ドットクリアビュー液晶II 

●デュアルアクシス電子水準器 

●CF/SDデュアルカードスロット対応 

●撮りたい瞬間に高精度オートフォーカス。オールクロス9点
　AFセンサー 
●ベストショットをのがさない。最高約5コマ/秒の高速連写 
●暗いシーンにもっともっと強く。常用ISO感度12800 
●ライブビュー＆動画撮影中に高速オートフォーカス。
●ハイブリッドCMOS AF 
●動く被写体に自動でピントを合わせ続ける。動画サーボAF 
●タッチで操作いろいろ。バリアングル・タッチパネル液晶 
●さらに高画質、高速処理。DIGIC 5＆18メガCMOSセンサー 
●新しい視点のノイズ対策。マルチショットノイズ低減

今　岡　昌　子 先生合　地　清　晃 先生

開会式：９時30分　午前の撮影時間：10時～12時
午後の撮影時間：13時～15時　閉会式：15時30分

■日　　時 2012年9月16日（日）

■集合場所

北 九 州 市 門 司 区 西 海 岸 １ － ５ － 3 1

JR門司港駅前広場

■雨 天 決 行

■参 加 費 無 料

■講　　師 合 　 地 　 清 　 晃
今 　 岡 　 昌 　 子

先  生

先  生

1966年生まれ。
90年日本写真学園卒業、大山謙一郎氏に師事。
コマーシャルフォトを中心に活躍中。
フリー。
わかりやすい丁寧な指導には定評がある。
EOS学園東京校講師。

神奈川県生まれ。「Re・birth（再生）」をテーマに写真の
制作活動を行う。「SSFアワード賞」（2001年）、「第2回さ
がみはら写真新人奨励賞」（2002年）、「第23回東川賞
新人賞」（2007年）ほか受賞。
写真集「re・birth～ガレキの隣のオンナたち」(窓社)、「天
山南路～Around the Taklamakan Desert」(冬青社)、
図録「トポフィリアー九州力の原像へ」（自費）出版。
写真展多数開催。熊本県在住。
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