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コニカミノルタホールディングス株式会社
コニカミノルタホールディングス株式会社（社長 岩居文雄）は、特別天然記念物のタンチョウとその
生息地の自然を守るため、
（財）日本野鳥の会が主催する「第３回コニカミノルタ・タンチョウチャリティ
ー フォトコンテスト」に協賛いたします。
コニカミノルタグループは、経営統合と、グループ内事業の再編・統合を経て、新しい企業グループと
してスタートしております。
過去２年間「コニカ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト」として実施されてきた本コンテス
トは、この度の経営統合に伴い、
「コニカミノルタ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト」と名称
を変更し、通算３回目のコンテストとして実施されます。応募写真のテーマは「タンチョウ（あなたの
伝えたいタンチョウの魅力）
」で、入賞作品は、タンチョウ保護活動を支援するために、鶴居・伊藤タンチ
ョウサンクチュアリに 1 口 千円のご寄付をしていただいた方にプレゼントする、コニカミノルタ作成の
タンチョウのチャリティーポストカードセット（5 枚 1 組）の絵柄に使用させていただきます。
昨年の第 2 回コンテストには、第 1 回の 2 倍近い 138 点の写真のご応募をいただき、関係者による厳正
なる選考の結果、ポストカード用入賞作に 5 点、佳作 15 点を決定いたしました。これらの入賞作品は
タンチョウ保護活動の広報の一環として開催される写真展にて展示されます。
（写真展の日時、場所につい
ては 別紙２をご参照ください。
）また、ご寄付についても、やはり第 1 回の 2 倍近い口数のご参加が
あり、チャリティーの主旨に多くの方からご賛同をいただいております。
タンチョウは、生息環境の悪化により、その数が激減し、一時は絶滅の危機に瀕しておりましたが、1987
年に(財)日本野鳥の会が「鶴居･伊藤タンチョウサンクチュアリ」を北海道阿寒郡鶴居村に設立し、保護活
動を行った結果、現在では 900 羽を超えるまでに増加いたしました。コニカミノルタでは、サンクチュア
リ設立と同時に、チャリティーキャンペーン「パッケージエイド」
（フィルムのパッケージをお送りいただ
くことにより、1 枚につき 20 円を(財)日本野鳥の会に寄付するキャンペーン）を開始し、生息地の保全、
生態研究、教育･指導などの保護活動を 14 年間にわたり支援してまいりました。2001 年よりチャリティ
ー方法を見直し、現在のスタイルにて支援を続けております。
コニカミノルタでは、写真撮影を楽しむ方々を中心に、今後も気軽に自然保護に貢献できる機会をご提
供し続けてまいりたいと考えております。
別紙１：
「第 3 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト」募集要項
別紙２：
「第 2 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト入賞作品展」実施概要
お問い合わせ先
コニカミノルタホールディングス株式会社 広報グループ

TEL.03-6250-2100

【コニカミノルタホームページ：http://konicaminolta jp】
別紙１

第 3 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト 募集要項
コニカミノルタホールディングス株式会社では財団法人日本野鳥の会のタンチョウ保護活動を支援 す
るために、タンチョウのポストカードセットを製作しています。ポストカードは 1 口千円のご寄付をいた
だいた方に 1 セット（5 点）進呈され、この募金は鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリの
タンチ
ョウ保護活動費に充てられます。このポストカードの絵柄として使われる写真を募集いたし ます。
「あなたの写真がタンチョウ保護に活かされます」

＜募集要項＞
○テーマ：
「タンチョウ（あなたの伝えたいタンチョウの魅力）
」
ご注意

・作品は、タンチョウを始め野生生物やその生息環境にダメージを与えずに撮影
したものに限られます。
・ヒナの写真や、子育て中の巣の周りで撮影した写真は採用いたしませんので予め
ご承知おきください。

○応募資格：アマチュアの方のみ
○応募作品：2L サイズまでのカラーまたは白黒写真のプリントまたはデジタルプリント（デジタル処理に
よる作品も応募可能ですが、処理前の画像は全て自己の撮影したものに限ります。
）
○応募方法：作品 1 点ごとに、郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス（お持ちの方のみ）
など、応募票の必要事項を全てご記入いただき、作品の裏面に貼付の上、下記の応募先まで
ご送付ください。お一人様何枚でも応募できますが、応募作品は返却いたしません。
＊応募票はホームページ（http://konicaminolta.jp/tancho）からダウンロード可能な
ほ
か、自作のものもご使用いただけます。
○応募先：〒085-1205 北海道阿寒郡鶴居村中雪裡南 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ
「コニカミノルタ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト」係
○応募締切：2004 年 3 月 31 日（当日消印有効）
○発 表：2004 年 5 月中旬に入選者に直接連絡する他、下記ホームページにて発表いたします。
http://www.wbsj.org または http://konicaminolta.jp/tancho
○入 選： 入賞 5 点
佳作 15 点
＊入賞者のみ入賞作品で製作したポストカード（5 枚 1 セット）10 セットを贈呈する
か、入賞、佳作の全作品をパネルにして写真展を開催いたします。

ほ

○その他：・応募作品は未発表もしくは発表予定のないものに限ります。これに違反したものと判断した

場合は、後日入賞を取り消させていただくことがあります。
・入賞者はその作品の原版（ネガ、ポジ、デジタルデータなど）を提出していただきます。
（原
版はご返却いたします。
）
・入賞作品はポストカード、パネル展示のほか、宣伝用印刷物、
（財）日本野鳥の会と
コ
ニカミノルタのホームページなどに使用予定です。使用権は主催者側に帰属します。
・製作物により作品をトリミングさせていただく場合がありますので、予めご了承くだ さい。
・その他詳細については事務局宛にお問い合わせください。
主 催：財団法人 日本野鳥の会
協 賛：コニカミノルタホールディングス株式会社
事務局：財団法人 日本野鳥の会
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 担当：音成（おとなり）邦仁
TEL:0154-64-2620
FAX:0154-64-2239
e-mail: tancho_sanc@zd.wakwak.com

……………………………………………………………………………………………………………………
■応募票■
第3回
コニカミノルタ･タンチョウチャリティー
フォトコンテスト
応募票
住所 〒

TEL ：
FAX ：
e-mail：
氏名

（
（

）
）

作品タイトル
簡単なコメント
使用カメラ
使用フィルム

別紙２

「第 2 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティー フォトコンテスト入賞作品展」実施概要

１０月１４日（火）〜１１月２日（日）
北海道環境サポートセンター
札幌市北区北 7 西 5-5 札幌千代田ビル 1F
電話 011-707-7011
休館日 毎月曜日・祝日 開館時間 10:00〜18:00 入館無料
１１月１１日（火）〜１１月２８日（金）
豊田市自然観察の森
愛知県豊田市京ヶ峰 2-2
電話 0565-88-1310
休館日 毎月曜日 開館時間 9:00〜16:30 入館無料
１２月５日（金）〜１２月２６日（金）
日本野鳥の会 大阪支部事務局
大阪市天王寺区清水谷町 6-16 大阪ガス NEXT21 内
電話 06-6766-0055
開館日 火・金・日曜日 開館時間 10:00〜18:00（昼休みあり） 入館無料
１月２日（金）〜２月２日（月）
鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ
阿寒郡鶴居村中雪裡南
電話 0154-64-2620
休館日 毎火・水曜 開館時間 9:00〜16:30 入館無料
２月３日（火）〜３月１日（月）
釧路空港 ３階
北海道釧路市鶴丘 2
電話 0154-57-8304
無休 開館時間 発着便のある時間帯 入館無料
３月６日（土）〜３月２８日（日）
東京港野鳥公園
大田区東海 3-1
電話 03-3799-5031
休館日 毎月曜日 開館時間 9:00〜17:00
入館料 一般 300 円 中学生 150 円 小学生以下、65 歳以上無料
４月３日（土）〜５月５日（水・祝）
ウトナイ湖サンクチュアリ
苫小牧市植苗 150-3
電話 0144-58-2505
休館日 毎火・水曜日 開館時間 9:00〜17:00 入館無料

以上

