
ミスひまわりＱ＆Ａ

●事前準備及び説明会 伊勢崎商工会議所 2018年8月22日土14:00～ または 8月25日水17:00～
●ミスひまわりコンテスト 伊勢崎市文化会館 2018年9月1日土 14：00開会

応 募 要 項

お問い合わせ・応募申込先   伊勢崎YEG（伊勢崎商工会議所青年部） TEL 0270-24-2211
                                    http://www.isesaki-yeg.jp

応募申込書
ふりがな

氏名

〒                             ＴＥＬ
自宅住所

        職種                                    勤務先または 学校名
職業
          所在地

年齢 歳
生年月日

　　      年     月     日（西暦 19　　　年）

必ずご本人のカラー写真（5cm×5ｃｍ以上）を
同梱して下さい。（プリンタ出力でもOK）

本人確認用ですのでお顔が鮮明な写真でお願いいたします。
写真による選考はありません。

写真と申込用紙は返却できません。

応募不可の写真
スナップ写真（ポーズをとっている物）
プリクラ等加工されている物
顔が鮮明でない物（髪で隠れている・斜めなど）

写真は正面・上半身・3ケ月以内の写真を
ご用意ください。

応募締切   8月8日木（消印有効）　伊勢崎YEG（伊勢崎商工会議所青年部） 

担当者記入欄（申込みされる方は記入しないでください）
＊申込場所 ＊受付者

＊申込日付 ＊整理番号

           月          日（     ）

＊メンバー・キャンペーン ＊ ＊入力

   持込・郵送・ネット・その他

過去３年以内のコンテスト入賞歴

地   域

コンテスト名

在任期間　平成　　年　月　日～平成　　年　月　日

★ 実際の勤務地（支店等）の住所を正確に記入してください

（回答は8月19日（23日）の事前準備及び説明会時にお答えします）

★ 支店等ある場合は詳しく記入してください例  会社員、アルバイト、家事手伝い など

★ミスひまわりコンテストを以前からご存じでしたか？　　　Yes　・　No
★ミスひまわりコンテストを何で知りましたか？（下記より該当する物に○印をしてください） 
ポスター・キャンペーン・知人の紹介・広報いせさき・SNS（　　　　　　　）・その他（　               ）

＊この申込書はコピーでも可

※注【重要】必ずお読みください

私は応募要項の ※注「個人情報の保護方針について」を了承し応募申込みいたします。

コンテスト（9月1日）についてなにか質問がありましたらお書きください。

昭　和
平　成

コンテスト当日の

ご応募いただいた方に
は、8月22日・25日の事前
準備及び説明会の受
付時刻が書かれたご案
内を封書にてお送りい
たしますので、必ずご
確認下さい。

□ 主 催   伊勢崎市観光物産協会
□ 主 管   伊勢崎YEG（伊勢崎商工会議所青年部）
□ 後 援   伊勢崎市・伊勢崎商工会議所・伊勢崎織物協同組合・いせさきまつり協賛会
 上毛新聞社・群馬テレビ㈱・㈱エフエム群馬・いせさきＦＭ放送㈱

〒372-0014  群馬県伊勢崎市昭和町3919〒372-0014  群馬県伊勢崎市昭和町3919

副  賞   選出された３名の方々には、海外旅行やいせさき銘仙（着物）などの賞品をプレゼント。
 また、出場者全員にすてきな参加賞を差し上げます。

応募・選考

Ｑ.1 ミスひまわりコンテストって何？
Ａ.1 伊勢崎市観光物産協会の主催で、伊勢崎市や各種団体が行う公式行事に参加して市のイメージアップや観光PRをしていただく

方を選出するためのコンテストです。

Q.2 ミスひまわりって、どういう仕事をしているの？ 
A.2 「七夕まつり」や「いせさきまつり」などでひときわ目立つ華やかな女性を見た事がある方は多いのではないでしょうか？ そうです、それ

が『ミスひまわり』です。おまつりの他にも、モデル撮影会など、様 な々伊勢崎市のＰＲ活動のお手伝いをしていただきます。詳しい活
動は［ミスひまわり］で検索してみてください。

Q.3 事前準備及び説明会とは？
A.3 事前準備及び説明会では本人確認・事前説明・写真撮影・アンケートを行います。申込書の内容確認を行い、コンテスト当日の

説明をさせていただきます。その後、コンテスト当日にスクリーンに投影する本人の写真の撮影とアンケートの記入を行いますので、
ご準備の上お越し下さい。また、応募資格や出場にそぐわないと判断した場合はご辞退いただく場合があります。

Q.4 審査方法は？
A.4 コンテストは一般公開にて審査が行われます。各種団体の代表の方、美容、ファッション関係者等約２０名程の審査員による厳

正な審査を行います。まず1次審査ではステージ上で1分間の自己ＰＲを行い、その中から10名が2次審査に挑みます。2次審
査では審査員からの質問に答えていただき、その中から３名の「ミスひまわり」が選出されます。なお、審査は私服にて行われます。

応募方法・締切
所定の応募用紙にカラー写真を貼付し伊勢崎商工会議所青年部に6月27日水～8月8日木（消印有
効）までに郵送またはご持参いただくか、パソコンまたは携帯電話にてHPよりお申し込み下さい。

説明会・選考日・会場
●事前準備及び説明会 2018年8月22日土 または 8月25日水
　【受付】申込み後に郵送されるご案内に受付時刻が記載されています。指定の時刻までに会場にお越
　　　　し下さい。
　【会場】伊勢崎商工会議所　伊勢崎市昭和町3919　ＴＥＬ 0270-24-2211
●コンテスト 2017年9月1日土
　【受付】12:30～13:30
　【会場】伊勢崎市文化会館 小ホール　伊勢崎市昭和町3918　ＴＥＬ 0270-23-6070

選考基準
本コンテストの選考基準はさわやかさ（好感度・動作・着こなしなど）・優雅さ（言葉遣い・知性など）・輝かしさ（目標を
持って生活をしているなど）の3点を基準に審査を行います。

応募資格
18歳以上の未婚の女性（高校生は不可）・伊勢崎市にお住まいか、お勤め・通学している方・伊勢崎
市及び各種団体が行う公式行事に必ずご協力いただける方（いせさき七夕まつり・いせさきまつり・モデル
撮影会・次回ミスひまわりコンテストなど）
※事前準備及び説明会の受付時（8月19日・23日）に在勤、在学、在住を証明できるもの（免許証・学生証など）を持参していただき
ます。提示無き場合は出場できない場合があります。
※任期中（次回コンテストまで）にご結婚の予定のある方はご遠慮ください。

事前準備及び説明会の希望日

2018年8月22日㊏
（午後2時以降）

2018年8月25日㊌
（午後5時以降）

希望される日程を○で囲んでください。時間はこちらから指定となります。

第33回 ミスひまわりコンテスト第33回 ミスひまわりコンテスト

　申込書の情報は本コンテストにおいて本人確認の事務処理、審査、次回コ
ンテスト開催の案内以外に使用されることはありません。また、第三者に開示さ
れることもありません。ただし、選出されたミスひまわり３名は伊勢崎商工会議所
青年部および、伊勢崎市観光物産協会からの連絡、情報提供のために利用
するほか個人名、年齢については伊勢崎商工会議所青年部と、伊勢崎市の
印刷媒体やホームページまたは各種マスコミ関係等に公開されます。また、コン
テスト当日の写真や映像等は主催者・主管者及び報道機関などより公開される
場合があります。「個人情報の保護方針」につきましては伊勢崎商工会議所の
方針に基づいております。詳細は伊勢崎商工会議所のホームページをご覧く
ださい。　http://www.isesaki-cci.or.jp/

個人情報の保護方針について

MISS HIMAWARI CONTESTMISS HIMAWARI CONTEST
第33回 ミスひまわりコンテスト第33回 ミスひまわりコンテスト

MISS HIMAWARI CONTESTMISS HIMAWARI CONTEST
＊この申込書はコピーでも可
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