
、′
5t:‐

亀 Iご
20,0

鷹鶴咀寵5周年フォ隧鍵昌ック
f・

tフリJ
亀

テ

部

H30協 賛賞

i点

1点

4点

40点 程度

協賛賞

優秀賞

審査員

横浜英術大学 映像メディアデザイン研究
= 

三橋教授

横浜市民ギャラリ‐あぎみ野      森丼館長

主催 1書痛区掟所  協薇匈体 (五十書類 ,

― マ :「 青 葉 区 の魅 力 」
門 :『 まち部門 1

例 :街並み まつリ イベントのにぎわい 構造物など

『自然部門 J

例 ,自 然風景 花や緑など

対象t品 :平成30年 (2018年)4月 以降に言葉区内で撮影された写真

応募資格 :どなたでもこ応募いただけます。

各  賞 :最優秀賞

青葉区長賞〈まち部門)

横浜美術大学賞(自 然部門)]点

それぞれ日1資を用意しています

写 真 展 :横浜市民ギヤラリー あざみ野

令和元年]2月 ]]曰 ～]6曰 展示予定 (入賞作品のみ)

:お問い合わせl

青葉区役所 区燎推追課 フオトコンテスト担当

TEL,045‐978-2216
メール :ao pholo@c tv yokohama j0

H P:`フ ォトジェニツク言葉,で校索
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【フォトコンテスト募颯晏硼
■ 応募作品

0テーマ「青案区の魅力」

O tF門  『まち部門」 例 街並み よ ,́り ゃイ ンヽトなどのこざわい ‖遣効など

「自然部門』 例 自然jl景 7しや繰など

(フ ァイルの鉢1 トリミング |● ントウスト カラーバランメ午,,悧 腱調整し ,いて
'間

いません ,

0デジタルカメラ スマー トフォン等で撮影したデータ (300万 画素Ⅲ「枡暴 1011B以
'J jp●

:形式)

0人 ||が ,tされるような被写体が・ lつ ている場合 よ不可

0,=募青本人が撮影したもの

■ 応募期間 ,令■1元年6■ l RIら令和元1=8月 31」 ■で

■ 応募賢格 ,どなたでt,ご嗜,いただけヽ十

日 応募料 1無|(但 し|よ募作品の送付等
`う

かる費用は応募者負担とし,■ ,

日 応募方法

０

　

０

(http、 7wwⅢ●,hio,i“ ,pk■ ,ma lgl),。M卜,m●んk●t…kJ燕,‐ d●・ id■ 1666236田 0142〕

次の項 目を本文
=記

入し 写真のデータを添f」 してお込 ,く ださい

0氏名 (フ リガナ)※氏名を公表したくない場合は III名 とおわせてベンネーム ●佳所

0電話番月 `)メ ールアドレス ●部門 0作品タイトル ●IW時●
l

●撮影場所 (OC公園 町名■, 0・ ノント (任意,(10,字稗度で燎影した理由 
「

‖,^の思いなど)

米 写真のデータ容量 ,10Mお

“

ち Jp●g形式0,お のを添付 してくださ|ヽ (300カ 画素以上推■ )

くし ,― R竿にて郵送又はFI参 される場合》

上把①から0までの項‖を 任意のI祇に記入し 作品とともに郵ともしく ,持参してください

■ 応募上の注意

0応募件品の著1儘は撮影者 ●よ募F)に帰属 しますが +"者はヽ
=,き ',た

写真を 区の1'業や広報 イベント

等で自由に使う龍■を保有するもの■します 使用に際して,,=にサイズ変更や トリミングなどの加工をする

場合があります ■た 展不0,踪●1印‖り勒に ,́いては そ色等が元データと異な/● Il合があり上す

01=募された作品はホーザベージ上で掲載します ll.. 氏名またはベンネーム 週名 撮影場所が公開されます

のでご7■ ください

O“ 後ll及 び,録掛標Ⅲ 〔断転用 |ヽひに若1乍権の,宙牛に関わる トラブルや応募■品
=対

する
「

■抗力による損害

には キ籠者は一切の責任を負わないものとしまJ、

O応募きれた作品のデータ CD― R等は返烈いたしませ′

0応うさ才|た 1.,卜の ,ち 次のいずれ,■
=該

当するもの ズはその恐れがあると判tFさ れ 7・ 1,の につ|ては公表

できない場合があります (画素数が足りないもの テーマにそ(わないと判l● されるもの 公序典俗
`反

する

,ヽの 炸産 プライ′`シーを侵書する恐れがある:,の 所巌中嘔を含むもの 営利をH的とした1,の 政

“

 宗教

単に関わるものが衣ホされているもの等)

O応募の際●収得した個人|イ 報は 当事業のH it以外には使用しません

(,人資は■‖円1人 1作品とさせていたださまJl

口 貫の発
=今

和元●・ 111 ホームベ ージ等で発表します

■ 写凛興 ,横浜市1ヽ ギャラリーあぎみ野 令■,1年 12月 11日 ヽ10日 展●it(人 賞作,i,の■)

■ l.lい合わせ

〒225024青葉医市ケ尾町,1 4 ■葉区渋所 区政llt課  フォトコンテスト担当

TEl 1 045,78 2210   FA● 1 0`5,782イ 10    ,メ ー
'レ

| ●。ph● |●・・ ●■yy● b卜●n,ip


