
小海町フォトフェスティバル2019“写真の扉”

イベントのしおり

2019年8月3日
富澤写真事務所
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ようこそ小海町へ！

本日は、遠くの方も、近くの方も
小海町フォトフェスティバス2019「写真の扉」にご参加いただき、

誠にありがとうございます。

このイベントのコンセプトは

「写真を楽しむこと」
です。
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その１．まずは小海町を楽しく散策する！
その２．「これ、良い！」と思ったタイミングで写真を撮る
その３．自分の好きな写真を選ぶ

自分の思うまま、小海町を楽しんでください！
そして、色々感じて学んでください！
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１．イベントでのご案内事項

① イベント事務局 兼 メイン会場

小海町高原美術館
〒384-1103 長野県南佐久郡小海町豊里5918-2
TEL：0267-93-2133

② イベントでの注意事項
・イベント中は、配布した参加証（バッチ）を見えるところに身に着けてください。
イベント参加者のサインとなります。
・イベントでは、移動のためにバスを利用することがあります。
必ず、集合の5分前には指定された場所にお集まりください。
・8月になり暑くなってきました。熱中症にはくれぐれも注意して、水分をたくさんとってください。
また、美術館周辺は朝晩は涼しくなります。寒暖の差に気を付けてください。
・小海高原美術館の事務局はイベント中は解放しておりますので、休憩場所としてご利用
ください。
・ご参加日のイベントは、どのコマでもご参加可能です。ご興味があるコマにご参加ください。
強制参加はありませんので、自分のペースでお楽しみください。
・困ったことや分からないことがありましたら、直ぐに事務局にご連絡ください。
・イベントは、一部、別途有償のメニューがございますので、ご注意ください。参加費は事前
支払となります。

・メイン会場：小海町高原美術館
・入浴施設：八峰の湯
・懇親会場：小海町高原美術館裏庭

花更紗
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２．イベントスケジュール

※1 昼食は配布します。
※2 別途有料になります。

開始時間 終了時間 イベント内容 場所

10:00 10:30 開会式
小海町高原

美術館

10:30 11:00
コンテストの撮影に役立つ！

写真撮影講座

小海町高原

美術館

11:00 14:30

小海町のフォトスポットを巡る

「写真コンテスト撮影ツアー」　※1

①幻想的な苔の生息地、白駒池（苔の森）

白駒池

14:30 15:40

「写真コンテスト撮影ツアー」

②青空に映える白樺樹林と森に佇む

美しい教会

小海リエックス

ホテル(予定)

15:40 17:00
「写真コンテスト撮影ツアー」

③フィンランドに訪れたような湖とロッジ

松原湖

（長湖）

17:00 18:00 写真コンテストデータ選定
小海町高原

美術館

18:00 19:30 みんなでわいわいBBQ懇親会　※2
小海町高原

美術館・裏庭

19:30 20:30 入浴 やっほーの湯

20:30 22:00
Herbie's Bar＠豪華ハービー・山口氏の解説

付きナイトミュージアム

小海町高原

美術館

8月3日（土） 一日目
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■8月3日（土）

・開会式を小海高原美術館で行った後、簡単に撮影のための写真撮影ポイントの講座を実施します。

・その後、ご参加のみなさんにバスに乗っていただき、小海町巡りながら撮影ツアーを開催いたします。

訪問先は3か所です。今回は、全員で同じ撮影地での撮影になります。前回とは異なりますのでご注意ください。

・バスは全員の乗車を確認してから出発します。必ず集合時間の5分前には戻るように心がけてください。

・天候によっては、足元がぬかるむ場合があります。歩きやすい靴でお越しください。

・白駒池は一部の携帯電話の電波が入りません。迷った場合、ポイントで集合時間を設けますので、必ず

時間通りにお戻りください。

・写真コンテストの撮影時間は11時から17時までです。

・暑い中での開催となります。水分は十分取って脱水症状にならないように気をつけてください。
気分がすぐれない場合、すぐに近くのスタッフに声をかけるか、事務局にご連絡ください。
・カメラのお貸出しをご希望の方は、この後、スタッフまでお申し出ください。大人の方の身分証明書のコピーを

いただき、お貸出しいたします。

・初日の昼食はお弁当を配布します。各自で場所を探して摂ってください。

・小海高原美術館内事務局は写真コンテストの時間中、休憩所として開放しています。飲み物も用意しています

ので、休憩にご利用ください。

・宿泊等の荷物は、会場に置いていただくことが可能です。ただし、貴重品はお持ちいただき、個人での管理を

お願いします。会場内での紛失・盗難は事務局は責任を負えません。

・作品の提出は18時までに必ず小海高原美術館内事務局にて、ご提出ください。

・終了間際は提出者で込み合います。移動時間など、予め候補の選定をお願いします。

・BBQの懇親会は、有料となります。お申込みのご参加者のみとなりますので、ご了承ください。

・BBQは美術館の裏庭にて開催いたします。

・ 今回、“八峰の湯”の無料チケットをプレゼントしております。チケットを提示して各自で入浴してください。

・20:30からナイトミュージアムを開催いたします。小海高原美術館で開催しますので、希望者はお集りください。

お子様のご参加は、親御様とご一緒にお願いします。

２．イベントスケジュール
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２．イベントスケジュール

開始時間 終了時間 イベント内容 場所

9:00 10:00

Freeタイム

　-美術館周辺の散策

　-美術館観賞

　-買い物

小海町高原

美術館他

10:00 11:30
ハービー・山口氏による講話、素敵なゲ

ストとの対談

小海町高原

美術館

11:30 13:00 昼食タイム　※3 各自

13:00 13:30
ハービー・山口展観賞・写真コンテスト

投票

小海町高原

美術館

13:30 15:00 ハービー・山口氏による実践撮影講座 小海駅（予定）

15:00 16:00 写真コンテスト講評会
小海町高原

美術館

16:00 16:30 子供の部で製作の映像作品鑑賞会
小海町高原

美術館

17:00 17:30 表彰式
小海町高原

美術館

大人向けイベント

8月4日（日） 二日目
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２．イベントスケジュール

8月4日（日） 二日目

開始時間 終了時間 イベント内容 場所

9:00 10:00

Freeタイム

　-美術館周辺の散策

　-美術館観賞

　-買い物

小海町高原

美術館他

10:00 12:30
仲間を作って物語を作って写真を

撮ってみよう

小海町高原

美術館

12:30 13:30 昼食タイム　※4
小海町高原

美術館

13:30 14:00
ハービー・山口展観賞・写真コンテスト

投票

小海町高原

美術館

14:00 15:30 カメラを作ってみよう！
小海町高原

美術館

15:30 16:00 写真コンテスト講評会
小海町高原

美術館

16:00 16:30 子供の部で製作の映像作品鑑賞会
小海町高原

美術館

17:00 17:30 表彰式
小海町高原

美術館

子供向けイベント
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■8月4日（日）

・2日目は9時からの実施となります。各自、チェックアウト後、イベントに参加してください。

・チェックアウトの際は、荷物を持ちイベントに集合してください。チェックアウト後の荷物は、イベント中美術館に

置いていただくことができます。ただし、貴重品はお持ちいただき、個人での管理をお願いします。

会場内での紛失・盗難は事務局は責任を負えません。

・美術館および事務局の部屋は9時から開場します。

・9時からのプログラムはフリータイムになります。特に集合を設定していませんので、各自、

美術館の観賞、お買い物、美術館周辺の散策や撮影など、ご自由にお過ごしください。

・お買い物は「小海町農産物加工直売所」で、地元のものが購入できます。8:30より開店しています。

・2日目の10時以降は「大人の部」と「子供の部」でプログラムが分かれます。

・ハービー・山口氏の講話、対談は、美術館ではなくヤルヴィホールで行います。

移動に時間がかかりますので、９：４５に美術館の事務局に集合してください。

・講話終了後、一度、美術館に戻ります。昼食は各自でお願いします。

・13:00からは、8月3日に提出いただいた作品の観賞時間となります。

併せて、ご自身以外の作品への投票をお願いします。

・その後、13:30からは、ハービー・山口氏の写真実践講座になります。撮影場所までの移動がありますので、

こちらも１３：２０に美術館の事務局に集合してください。

・15:00からは、8月3日に撮影された写真の講評会を実施します。全員の作品に対する講評を行います。

2日目のみ参加の方は、こちらへの参加でも、ご休憩および美術館の作品鑑賞でも結構ですので、

お好きな方をご選択ください。

・16:00からは、8月4日に子供たちが撮影した写真ドラマの作品成果発表会を実施します。

場所は、事務局で行います。毎年、楽しい作品が出来ているので、こちらへは是非ご参加ください。

・17:00からは、表彰式および閉会式を実施します。こちらも引き続き、事務局内で実施します。

・終了は17:30を予定しています。

・表彰式が終了しましたら、記念撮影を実施します。ご協力お願いします。

・お子様は別コースでのご案内になります。

（お子様で大人の部の受講も可能なので、その場合、お申し付けください）

・お子様コースのお子様の昼食はこちらで準備いたします。（大人の部とは時間がズレますのでご了承ください）

・10:00からは、キーワードから物語を作って写真撮影、作品つくりを行う講座を行います。

・14:00からは、カメラ作りと撮影を行います。

・閉会しますと、解散です。解散後、直ぐに佐久平までの車が出ます。ご利用の方は、乗り遅れないように

ご注意ください。

２．イベントスケジュール



10

このイベントでは、「決められた時間・決められた場所」で撮影した写真を作品として提出
いただき、小海町高原美術館への展示、および大会にて選考・表彰します。

▶撮影時間と場所
・撮影時間は2019年8月3日（土）11:00から17:00までです。
・今回は、指定した3か所のエリアをみなさんで同時に撮影します。
・撮影エリアは、長野県小海町の「白駒池エリア」「白樺樹林エリア」「松原湖エリア」の 指定
された地区のみとさせていただきます。
・指定された日時、エリア以外で撮られた作品は、選考対象となりませんのでご注意ください。
・撮影エリア間の移動は、大会専用バスで移動を行います。
・撮影中は、配布した参加証（バッチ）を見えるところに身に着けてください。大会参加者
のサインとなります。

・今回は、参加者特別待遇として、松原湖駅構内への立ち入り許可、リエックス様敷地内
での撮影が許可されております。
（ただし、リエックスは建物内への立ち入りは不可。）
・リエックス内での撮影は、お客様の顔が映らないよう、十分にご注意ください。
・撮影終了、および作品提出の最終時刻は18:00となります。美術館で作品の提出を
してください。

▶作品と提出方法
・作品は一人1点提出を予定しています。
・データはSDカード（およびCFカード）にてJPEG/PNG/JIFのいずれかのデータ形式で
提出いただきます。
・作品の選定は、ご自身のカメラおよびパソコンで選定の上、ご提出ください。
・提出はスタッフにSDカード（またはCFカード）を渡して、画像の番号をお伝えください。
・作品の加工は可とします。ただし、加工用のパソコンは事務局では用意しませんので、
ご自身でお持ちください。
・作品の提出期限は、18:00です。厳守お願いします。

▶写真のプリントと作品の展示について
・写真のプリントは全て事務局で実施します。予めご了承ください。

３．写真コンテストルール

参加証：水色=参加者、白色=スタッフ
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▶表彰について
・表彰は、申し込みをいただいた部門および全体で以下の賞を選出します。

▶審査方法
・審査は、各部門の優勝・準優勝は審査員の投票にて選定いたします。
・審査員は以下の通りです。

審査委員長：富澤 享（写真家）
名取 淳一（美術館長）、中嶋 実（学芸員）
特別審査員：ハービー・山口氏

・小海リエックス賞は、株式会社 シャトレーゼリゾート八ヶ岳 古屋 竜二様（もしくは
代理人様）にご選定いただきます。
・町民賞は美術館にご来館のお客様の投票にて選出いたします。
・面白かったで賞の選定は、富澤写真事務所が行います。

ハイアマチュアの部

優勝 1名 賞状、副賞

準優勝 1名 賞状、副賞

アマチュアの部

優勝 1名 賞状、副賞

準優勝 1名 賞状、副賞

初級者の部

優勝 1名 賞状、副賞

準優勝 1名 賞状、副賞

KIDSの部（中学生まで）

優勝 1名 賞状、副賞

準優勝 1名 賞状、副賞

敢闘賞

町民賞 1名 賞状、副賞

面白かったで賞 1名 賞状、副賞

小海リエックス賞 1名 賞状、副賞

特別賞

ハービー賞 1名 賞状、副賞

３．写真コンテストルール
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▶審査基準
・審査基準は、一定の写真技術力と下記観点で評価します。

■審査基準
「小海らしさ（特長）を捉えてる写真であること」
※「らしさ」の解釈は、ご自身の感じ取った感性で考えてください。

▶作品の取り扱いについて
・作品は、全て主催者および小海町、協賛企業の広報活動等のために、利用させて
いただく場合がございます。予めご了承ください。
・作品を、小海町が主催する展示会に利用させていただく場合がございます。予めご了承
ください。
・リエックス賞の受賞作品は、その作品の利用許諾をリエックス小海に与えることが前提と
させていただきます。
・展示した作品は、ご要望があれば、後日返送します。（ただし、額は含みません）
送料および封筒代をいただきます。発送は8月中を予定しています。
・額のままお持ち帰りになる場合、額代を別途頂戴します。（額代：800円）

３．写真コンテストルール
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４．撮影場所について

■8月3日（土） 写真コンテスト撮影場所
①白駒池エリア（白駒池・苔の森）
②白樺樹林エリア（リエックスホテル）
③松原湖エリア（長湖）

■8月4日（日）
ハービー・山口氏 講話会場：ヤルヴィホール
ハービー・山口氏 撮影講座会場：長湖、松原湖駅

①幻想的な苔の生息地
白駒池（苔の森）

■松原湖エリア■

松原湖は猪名湖、大月湖、長湖の三つの湖の総称であり、最大の面積がある猪名湖が松原湖として
呼ばれています。

長湖の湖畔にはフィンランドヴィレッジというロッジや、ヤルヴィホールという音楽堂もあります。
夏にはフィンランドの夏至祭を日本で楽しめるイベントも開催され、特にサウナが人気です。

■白樺樹林エリア■

東洋一と云われる白樺樹林帯の一部になります。

ホテルの入り口には白樺が広がり、奥のお庭には森に佇む美しい教会があります。
また、ホテルにはスキー場も併設されているため、冬はスキーや温泉を楽しめる施設として人気です。

②白樺樹林と美しい教会
リエックスホテル

③フィンランドのような湖とロッジ
長湖（松原湖）

★

ヤルヴィホール（講話会場）

松原湖駅

■白駒池エリア■

白駒池とう湖と、湖周辺の苔が生い茂る森の様子が美しいエリアです。

苔の森は特に雨が降ると苔が生き生きとた緑となり美しく、また、空きの紅葉シーズンには更に多くの
観光客で賑わう、大変有名なスポットです。
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５．注意事項

必ずお読みください

◆各エリア共通事項

1. 交通事故には十分ご注意ください。
2. 撮影に夢中になりますと、注意思考が散漫になりますので、道路等への飛び出し等ご注意くだ
さい。
3. 人物を撮影する際は、必ず同意を得た上で撮影をお願いします。（白樺樹林エリア内、リエック
スホテル内ではお客様の顔が分かる写真撮影は禁止します）
4. 長時間の撮影は体力をうばいます。無理なく、休憩しながら撮影を行ってください。
5. 松原湖駅の撮影は、ＪＲ小海線の線路内へは立ち入らないようしてください。
6. 木々を傷つけたりする事がない様お願い致します。
7. 立ち入り禁止エリア等には絶対入らないでください。
8. 湖に転落しないよう気を付けてください。
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７．緊急連絡先

・撮影中、体調が悪くなったりフラフラする場合、迎車を用意しますので
無理せず連絡してください。
・不測の事態があった時も、必ず連絡してください。
・みなさんの携帯も必ず連絡がつくようにしておいてください！

メイン会場には常時事務局が待機しています。
質問、休憩など、気軽に立ち寄ってください。

それでは、みなさん楽しみましょう！

協賛および協力企業・団体

小海町、小海町高原美術館、小海町観光協会、小海町商工会
南佐久ロータリークラブ、カシオ計算機株式会社、
ベルボン株式会社、クラブツーリズム
株式会社 シャトレーゼリゾート八ヶ岳小海リエックスホテル、
有限会社 高原のパンやさん、中込カメラ、
子供社長クリエータースクール

（敬称略・順不同）


