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北西線フォトコンテスト

特t4Ftt Fり 、マ・

この写真ま ―Ξ見て「こ■はやられたI.● Jと

幸■に応しました :=■ に,る写真を■るのは

なかなt年しtヽので,r● これは間ュ IⅢ く 記

卜に残るレベルの高い作品です

特選 4琳 ―重さま

夜間に 言う着いて■写体と向き
=つ

て 8影をす

ることが,『 きて この日はちょうと語脚の基礎部分
から光が湧き上かるように構造llを照らしていたの

を見て 面白tヽ と思い据彰しました

準特選 Jヽ嶋 奥生さま

現壕見学会に彗,]してlt影 したとき 両方にF業員
らしき人1価詢を■ばして「あ―優れたきめ,と いう
仕草をしている様子をみて 撮質的に撮影しました

諄将撻作品にりヽ てⅢ    t
i道は人を夏に中

=置
きたくなる●‐を tえ

て石■
=,う

t,て おり ,つ営元[,人に●t'

つてリス
=方

り′
=記

置してあることにょり 具

行きか生まれ
=常

に■い写真です

工
=担

当オ^0メ モ

☆特選作品について★

都筑区「 ‖コTの■三戸浜fi路 付近の場場です 喬1,の写喘を

l_事するため「ニューマテックケーソンエ ●・ Jを用いています

このPムの筒アの|1信は二礎兄成後にJ去されたため 現[ま
tう見られませ r.

★工特選作品について☆

録区十八llIJの トンネル入□ll近て,=っている場Tよ
開這後 災害■に利同者をマ↑にヽに言

=す
る●めの運雌通路

となる予定でJ

′な

で
●

‘
■
て

〓́

●

■

●

、

」

´

選定者紹介

■写真家 西滓 丞 先生

「写真を通して日本の現

場を応
=す

るJと いうコン

セプトのもと 科学や工業に

関する写真を撮影し 自身

の著作物や社誌などで発

表している.日 本における

工業写真の第一人青です
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入賞作品 !

北西線の工手現場を,台に t,た「it西諄フォトコンテスト.表■掲載の特遣
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選定者紹介 ■都筑区懇話会
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使われていることに
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ヨ冨にそろう総合ストアです

横浜環状北西線の工事現場

のみを撮影対象としたフォト

コンテス トです『i`画粽のタ

イナミックな建設現場Jと い

うテーマで作品募集をしまし

|_平成20年 10月 ～12月 に

"催
した現場見学撮影会(全

4回 )こ■せて 写真家 西澤

丞先生の撮影講座を実施した

こともあり 大好.Tを いただ

きました.
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北西線フォトコンテスト関連イベントを開催しました!

北西線フォトコンテスト 表彰式 (3月 )

ヽ浜市 中央図
=却

ll・ホールにて 入賞者の方べ表

彰t● と賞品の授与を行いました

式興では 写真家の面澤丞先生によるこ誨.・ をはじ

め |[線事業の説明 フォトコン現場見学会の実施状

況の紹介

`ど
も‖せて1予いました

受賞者 選定 書 )
の古さんで最後

に記念写頁を
=影しました

く西層丞 先生か ら作品 に

対 して こ稲訂をいただ

きました

北西線 フォトコンテスト 件品展 (3月 ～4月 )

横浜市 中央図言館りき員示スペースにて 入覚作綱

点のほか 応募作品20点程度を展示しました

同時に 事業紹介バネルや完成授型の展示なども行

い 北西線事業への理解も深められる内容としました

^作品展の民示の様子です
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シール トマシン

(港北行 トンネル)

I12400mま で掘進 シール トマシン

晴 実行 トンネル)

約2200mまで掘進

違炒状況 ま北西根ホームベージでも確認できるように
なつております |(URLよ下記参照)

横浜環状北西線は 東名高速道路と第二京浜道路を結ぶ
延長l17 1kmの 自動車専用道路です

平成¨ 月に開通した横浜北線と一体となり 東名高速適路と横二都心
ヽ■エリアの連略強化等を図ります

栖 緑ま東京2020オ リンビックリヽ ラリンビックまでの間罰を目指して
事業を進めています

需ご撥藤it西線事業の進捗嘔報などをこの広報IFや

ホームベージ等てお知らせしていきます
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QRコ ー ド■Jと画線は 横浜市と首都局遠道路株式会社が共同で事業を進めています

横 浜 市  随 鯛 櫛 痴

"訛
西曖趨暫αttl TEL 045 671 3630′ FAX 045 651 3269

〒2310017横浜市中区恋町26(横浜関内[つ15隋 )

首都 高速 道路 壺  I神劉 建調 蜀 調査 環境割 TCL 070 2153 1750 FAX 045 439 0772
〒22●0013横浜市神剌 区新子安,24ォルトヨコハマビジネスセンター3陛 1●●::間 1平 EO'00～ 1700,
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