会議の開催結果

１ 会議名

平成２０年度第２回見沼たんぼ・さいたま市＆市民ネッ
トワーク運営会議及び運営部会

２ 開催日時

平成２０年８月２７日（水）１４：００〜１６：３０

３ 開催場所

浦和駅東口 Comunale
浦和コミュニティセンター９階第１５集会室

４ 出席者名

別添のとおり

５ 議題及び公開・非公開の別

議事
１）
「私の好きな見沼たんぼ」写真コンクールについて
発表
１）見沼たんぼのホームページ登録団体活動報告
・ ＮＰＯ法人 水のフォルム
・ 見沼市民ファーラム
その他
１）
「見沼田圃の散歩みち」について
２）
「見沼たんぼのホームページ」のリニューアルにつ
いて
公開・非公開の別
公開

６ 非公開の理由

７ 傍聴人の数

０名

８ 審議内容

別添のとおり

９ その他

なし

見沼たんぼ・さいたま市＆市民ネットワーク
平成２０年度第２回運営会議出席者名簿
平成２０年８月２７日（水）
見沼たんぼ・さいたま市 大宮河川愛護会会長

藤木 茂

＆市民ネットワーク会員

三浦 達雄
NPO 法人 カンゾウを育てる会代表理事

室 和成（代理人）
栗原忠治

さいたま市みどり愛護会会長

小野 達二(欠席)

NPO 法人 自然観察さいたまフレンド代表理事

小野 達二(欠席)

日本野鳥の会 埼玉県支部支部長

楠見 邦博（代理人）

NPO 法人 水のフォルム理事長

藤原 悌子

見沼市民フォーラム会長

新井 和芳
菊池 元希

見沼田んぼ保全市民連絡会代表

村上 明夫（欠席）

見沼ファーム２１代表

島田 由美子
高橋 いずみ

見沼ふれあい散歩の会会長

鈴木 堯之（代理人）
野代 幸一

見沼ホタル保存会会長

福本 美敬

見沼福祉農園推進協議会代表

猪瀬 良一

浦和西高斜面林友の会代表

大神 國裕（代理人）
山崎 和男

NPO 法人 地域人ネットワーク代表理事

岩井 正三

芝川の自然を守る会会長

千原 徹也

見沼の自然と環境を守る会会長

中信 光明

グランドワーク in 芝川

加倉井 範子（代理
人）

【事務局】

課長

奥 豪夫

さいたま市

係長

秋谷 陽一

みどり推進課

主査

山田 豊

技師

齊藤 洋人

主事

木村 博幸

「私の好きな見沼たんぼ」写真コンクール特別審査員

加藤 勝彦

平成２０年度 第２回 見沼たんぼ・さいたま市＆市民ネットワーク 運営会議概要
日時：平成２０年８月２７日（水） １４：００〜１６：３０
場所：浦和駅東口 Comunale 浦和コミュニティセンター９階第 15 集会室

１．開会
① 写真コンクールの特別審査員として、
加藤勝彦氏を紹介。
② 配布資料の確認（資料１〜３）
。

２．挨拶
① 猪瀬会長の開会の挨拶。

３．議事

運営会議風景

１）
「私の好きな見沼たんぼ」写真コンクールについて
（１）審査方法（案）の説明（事務局）
① １次審査と２次審査による審査方法（案）について説明。
→ 特に質問はなく、審査方法について承認。

４．見沼たんぼのホームページ登録団体活動報告
① NPO 法人水のフォルム
② 見沼市民フォーラム

５．その他
１）
「見沼田圃の散歩みち」について
（１）報告（事務局）
① 既設コースの修正と新規コースの作成の進捗状況について報告。
② 新規コースの検討についてはワークショップ方式で行う旨を説明。
③ 第１回 WS は 10/4（土）13：00~16：00 に開催する。市報での参加者の募集により、12 名の応募
があった。市民団体の方々にもご参加いただいて作成していくことを説明。
④ ワークショップの進め方について説明
⑤ 既設２コースの修正について報告。
（２）質疑
① 地図にある共立薬科大学は現在慶應大学になっている。
（猪瀬）
② マップはこれまでに何部発行したのか。各区役所では配布用に置きたいという要望が強いと聞い
ている。
（野代）
→ 今年の 6/1 現在で、４種類のマップをこれまでに 84400 枚発行している。

２）
「見沼たんぼのホームページ」のリニューアルについて
（１）報告（事務局）
① 昨年度 10 月 1 日のホームページの公開から１年を迎えるにあたって、ホームページの更新につい
て検討する旨を説明。
② ホームページのリニューアルの案について説明。
（２）質疑
① 投稿できるようにとあるが、投稿者がダイレクトに投稿できるようにするのか。
（山崎）
→ そういったことも含めて更新について検討していきたい。

６．
「私の好きな見沼たんぼ」写真コンクール審査会
１）審査実施
（１）１次審査の実施
① 応募作品 70 点について、審査員１人 16 票の投票により２次
審査に進める作品を選出。
② １次審査の結果、上位 29 作品が選出された。
（２）２次審査の実施
① 全 29 作品について審査員全員が採点を行い集計の結果、受
賞作品を決定。

２）受賞作品の発表
① ２次審査の結果、金賞 1 点、銀賞 2 点、銅賞３点、佳作 11 点が決定した。
② 佳作は 10 点の予定であったが、同点により 11 点の選出となった。

３）特別審査員による講評
① 受賞作品について特別審査員による講評。
（金賞）夕焼けをダイナミックに表現したことが良かったのだ
と思う。
（銀賞１）これは非常に暖かさと微笑ましさを感じる。見て何
かを感じるというのが良い写真である。これは文句な
しである。
（銀賞２）これは技術的に非常によい写真である。被写体（電
車）も上手く入っている。みんな機械で刈ってしまうからこういう風景は少なくなった。
（銅賞１）雪景色は珍しかったので目立ったのではないか。雪だるまがよく見るとすごくかわいい。
何かを感じるというのが良い作品。悪い作品は見ても何も感じない。ただきれいだなと言
うだけのことになってしまう。
（銅賞２）これも良い作品だが、残念なのは人が重なってしまったことである。それがなければすば
らしかった。
（銅賞３）これはとても完成度の高い作品である。なかなかこういう作品はちょっとやっただけでは
撮れない。良い作品である。

７．閉会
なお、次回、平成 20 年度第３回運営会議は、平成 20 年 11 月 26 日（水）14 時からコムナーレ 9 階第
15 集会室にて開催予定。

