4 号玉協賛

協賛金額

2017

3万円

大賞（茨城県知事賞）

福二町 （株）イワカミ

上蛇町 冨山工務店

川崎町 すし処いしかわ
（有）石川会館

中妻町 （有）中村食品

淀名和塗料（株） （有）クリエイション

三坂町 （有）芦ヶ谷左官工業 （有）飯田建設
大生郷町 （株）東通工

稲畑香料（株）関東工場

若宮戸 （株）稲葉燃料 （株）常総ガス
本豊田 Ｙ.Ｋ測量設計
大

平

Delicias By Vera GOTO

杉

すぎ多

櫓路家

「常総の夏」
横浜市

山 石塚工務店 （株）石川製作所

居酒屋汐里

鶏料理専門店かんしゃ

左平太新田 遠藤電設

クサマ産業（株） （株）釜倉屋商店

ＳＨＩＭＩＺＵＹＡ

斉藤タイヤー工業所

水海道栄町 荒井司法書士行政書士事務所

白井石油（株）

「煌めく万華鏡の世界」 「光のシンフォニー」
鴻巣市

水海道山田町 お煎餅いおり庵

（株）山野井建材店 （有）染谷和裁専門学院 （有）司工業 （有）関東ウェルディング
水海道天満町 （有）堀越農園 （株）コーアンドビー

日本ベッド製造（株）茨城工場
デイサービスさくらんぼ

岡野電気工事 （有）青木タイヤ商会

遊企画

笠井印刷

神達自動車（有） （有）鳥末食品

海鮮茶屋末廣

水海道厚生病院

菅生町 （株）エラストミックス東京工場

文具と事務機（株）たんざわ
鉄板ダイニング和來

松枝印刷（株） 寿司・割烹（有）満月

「光の協奏曲」

秋元 拓也

朝霞市

佳
作

不動産重兵衛（株） （有）
サンライフ電機

鈴木工業（株） （株）秀和物流 （有）坂巻内装

つくばね法律事務所 弁護士 門井節夫 （株）測研茨城

つくば市 （株）若

（株）渡辺建材店 （株）イトーキ東光製作所

建築事務所 （株）相澤建築設計事務所 （株）つくばテック

中川理水建設（株） 斎藤商事（株） 三陽用地（株）
水戸市 水戸通信工業（株） （株）アビック

坂東市 （有）進栄

取手市 綜合建物サービス
（株） 守谷市 筑波補償鑑定（株） 富澤・片山

土浦市 （株）根本英建築設計事務所 （株）西原環境首都圏支店茨城営業所

（株）茨城支店

高橋興業（株） （有）大野建築設計事務所

古河市 （有）長塚建築設計事務所

国際航業（株）水戸営業所 （株）環境技研コンサルタント茨城支店

水戸工機（株）（株）吉沢水道コンサルタント水戸事務所 （株）匠建築研究室 （株）新日警管財

常陸測工（株）

（株）中央地盤コンサルタンツ （株）戸頃建築設計事務所 （株）団建築設計事務所 （株）根本建築設計事務所
龍ヶ崎市 つくば建築設計事務所（株）

狭山市 関東モリ工業（株）

さいたま市 戸田建設（株）関東支店

越谷市 塔寺のパンダ41越谷
〈2口〉 東京都 （株）宮本工業所東京本店

クボタ環境サービス（株） 第一環境（株）

シンク・エンジニアリング（株） 長永スポーツ工業（株） 群馬県板倉町 山本鉄骨建設（株）
体 水海道ライオンズクラブ

松戸市

八田 和香

「躍動する天と地」
清瀬市

氣賀澤 大輔

古川 靖史

佳作

横浜市

三浦 歩

佳作

「常総花火物語」 「にぎやかな空」「青いきらめき」
藤岡市

木村 翼

相模原市

常総緑友会
※記載内容に誤りがあった場合は深くお詫び申し上げます。

花火大会実行委員会では、第54回常総きぬ川花火大会で撮影
した花火写真を募集いたします。（花火を主体に撮影したものに限る）
募 集 要 項
応募作品
応募資格
審 査 員
各
賞
締め切り
応 募 先

四ツ切又はワイド四ツ切サイズのカラープリント2点まで
どなたでも結構です。
小野里 公成氏
大賞1点、特選1点、準特選2点、入選5点、佳作若干
平成30年９月14日（金）必着のこと。
下記へ持参又は郵送して下さい。
〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222ー3
常総市役所商工観光課内
常総きぬ川花火大会実行委員会写真コンテスト係
T EL. 0297−23−9088
発
表 応募者全員に直接通知します。
そ の 他 応募作品の裏には応募票を貼付のこと。入賞者は入賞作品の
ＪＰＥＧデータをＣＤ−Ｒにコピーし、主催者に提出して下さ
い。応募作品は返却いたしません。入賞作品の著作権は、主
催者に帰属します。応募者の個人情報は、コンテストの結果
通知、賞品の発送を含むコンテスト関係以外に使用しません。

第54回常総きぬ川花火大会 花火写真コンテスト応募票
カメラ（銀塩の場合は使用フイルムも記入）

題
名
氏
名
住 〒

※受付No.

（

府中市

「匠も華」

三和田 恵

土浦市

滝本 光晴

審査員のご紹介
1957年東京生まれ。日本における
花火写真の第一人者。写真家・デザ
イナー・花火愛好家。正統派花火写
真を追究し、ライフワークとして花
火を各地で撮り続けるかたわら、花
火と花火大会情報の記録・収集と発
信にもつとめている。写真集『花火
讃歌』
、
『ドン！と花火だ』
、
『花火大
会に行こう』
、
『花火百華』
、
『日本の
花火』など著書多数。花火写真専門
のフォトライブラリー「ＦＰＬ」代
表。1996年よりインターネットで花
火専門総合情報サイト「日本の花火」
を公開中。

小野里 公成
おのざと きみなり

http://www.japan-fireworks.com/

★至くん、カオリン、結婚１年目の御祝に贈
5号1発 ノリとつーより
ります。
★テル、寿、瑞へ。これからも家族ファース
5号1発 高谷洋寿
ト！ずっと大切にするからな。
★結婚25周年、念願のメッセージ花火。
★花火バカのぐっちへ

5号1発 おやじ二人

花火のプレゼント。 7号1発 妻より

★お父ちゃん、お母ちゃん、結婚50周年おめ
7号1発 根本家子供達夫婦一同
でとう！！
★常松親方、株式上場おめでとうございます。
7号1発 子分と花火おやじ
皆様ハッピーハッピー
鈴木豊太郎・幸恵、
★全国の花火師さんの安全を祈願して、至高
7号1発 生田優美子、新井明
の一発！！
雄

★祝

第54回常総きぬ川花火大会

7号2発 奥村 純

★出野ここは幸せの大輪

5号1発
8号1発 出野ヤーパパ

★常総花火へようこそ

8号1発 Y煙火店専属カメラマン

★祝銀婚式

8号1発 K . M .

★明るくて料理上手だったお母さん。家族のた
めにありがとう。天国から見守っていてね

8号1発 族より

鈴木とみちゃんの家

★無理して元気にしてくれてたの？突然の旅
8号1発 井上 晃／芳江
立ち寂しいよ、お父さん

−

所
電
話

剣持 英雄

セージ花火
メッ

花火写真コンテスト作品募集

つくばデイサービスセンター 憩いの森指定居宅介護支援事業所 （株）増山栄建築設計事務所

団

佳
作

第54回常総きぬ川花火大会

中研合成化学（株）

（株）日昇つくば （株）河野正博建築設計事務所 （株）青山建築設計事務所

前橋市 （有）毛野考古学研究所

平塚市

和食ダイニングもののけ

大塚戸町 （株）ウメヤライス

下妻市 下妻施設管理
（株） （有）ケーエスケー
筑西市 大同生命保険（株）下館営業所

坂本 純一

石塚材木店 （株）ヨモギダ （有）野村金属 （有）アレバメントカントウ

川光物産（株）茨城工場 （株）島田製作所

内守谷町 （有）武藤商店

「夜空のキャンパス」

上田 悠平

天候不順な８月に良風に恵まれて、無事に開催されたことはなによりでした。
今回も多くの力作のご応募をありがとうございました。選考していて感じるのは、
撮影、現像、プリントと一貫して高いレベルで仕上げられている作品が増えたことです。い
くつもの作品で、気に入った応募作を作るために何枚もプリントを繰り返したのだろうと思
い、それを選ばせていただくことは毎回のことながら身が引き締まる思いでした。
私もまたこの花火大会で皆さんと同時に撮影し、作品を得る訳ですが、私自身もこのシー
ン、この玉の現像と描写は難しいな、と感じることはたくさんあります。そうしたシーンの
いくつもが綺麗にプリントされ応募されてきて驚かされます。レベルが高くなったと感じる
次第です。同時にそのことでこれから新たに応募される方にとって敷居が高い感じにならな
いように、幅広い視点で選出しなければ、と心がけています。
花火写真の可能性とか正しい方向性などといったことを、私もまた多様な応募作から学ば
せてもらっています。

豊岡町 （株）京まろん水海道工場

（有）早瀬塗装工業 （株）古谷植物園 （有）都造園 （株）若しば企画サービス
坂手町 水海道ゴルフクラブ

京都市

講 評

荒井味噌（株） （有）荒井パン店 （株）青木

リサイクルショップ・物コミュニケーション

望月自動車（株）

水海道高野町 デザインカタニワ

鈴木 一美

大衆割烹つかさ

肉のとりこし あとひき煎餅天の屋

萩原総合法律事務所

流山市

入選 （常総市教育委員会教育長賞） 入選 （常総市観光物産協会長賞） 入選 （大会会長賞）

水海道淵頭町 （有）中島印刷 （株）マスダファインズ淵頭店

水海道宝町 （株）ロコレディ （株）釜久本店 （株）竹村酒造店

水海道本町 （有）山中石材店

「銀河」

「大輪の華」

大島 正美

水海道元町 （有）中島被服店

水海道諏訪町 花とタネ（株）大栄 （株）田中燃料店 とり専科やまぶ

青木商事（株） 割烹旅館糀屋

「きぬ川劇場・大輪のひびき」

デイサービス「ふなもと」

房 フレンドシップカントリークラブ （株）トーユー
〈2口〉

崎

水海道森下町 ビバホーム水海道店

入選 （常総市議会議長賞）

内 （有）山中塗装工業 （有）
谷田部商事

水海道橋本町 草間燃料店 （株）中央ホーム

冷熱

入選（常総市長賞）

本石下 （有）
春子屋 （株）小峯総業 （有）イナイシテント （有）ゆたかや製菓

古間木 川口真空（株） ホームジョイ本田石下店
十花町 （株）柴

紹 介 コ ー ナ ー

大生屋ストアー （株）ハリガイ工業

東野原 中川造園

鴻野山 田口金属（株）筑波工場

準特選（茨城県商工労働観光部長賞） 準特選（茨城県観光物産協会長賞）

日本電磁工業（株）

新石下 平成理研
（株）茨城営業所 うまか亭 （有）吉田屋

沢 旬彩料理日本橋

特選（茨城県議会議長賞）

大進綜合設備（株）

花島町 スター食品工業（株）茨城第二工場

大輪町 （有）エンジニアコーポレーション

入 賞 作 品

）

年
令

才 性
別

男・女

★常総きぬ川に集う花火バカの願い。
今宵も、名人花火で感動させてね

展・伴・和・た・穴

5号2発
・松・悠・鈴・ま＆
8号1発
朱・覚

