横 浜 市 記 者 発 表 資 料

平成 29 年４月 24 日
港湾局客船事業推進課

横浜市では、客船やみなとに親しんでいただくため、「横浜
港客船フォトコンテスト」を平成 16 年から実施しています。
今年も、季節や時間によって異なる様々な客船の姿とみなと
の賑わい等を捉えた作品を募集しますのでお知らせします。
横浜港では、５月に「シーボーン・ソジャーン」、７月に「マ
ジェスティック・プリンセス」「スーパースター・ヴァーゴ」
が初入港を予定しています。ゴールデンウィークには、日本客
船・外国客船の寄港が続き、大さん橋に２隻着岸する日も複数
ありますので、是非、カメラを持って横浜港へお越しください。

横浜港客船フォトコンテスト 2016
特選「大桟橋からの景観」

テ ー マ

横浜港とクルーズ客船

対象作品

平成 28 年９月１日（木）～平成 29 年８月 31 日（木）の期間に撮影した作品

応 募 期 間

平成 29 年９月１日（金）～９月 15 日（金）消印有効

発

入賞作品は、横浜市港湾局ホームページ及び業界紙誌等に掲載予定

表

展 示 会

大さん橋国際客船ターミナルや横浜市庁舎などで実施予定

主 な 賞

特選、準特選、横浜市港湾局長賞、横浜港振興協会賞、ほか（賞状と副賞を贈呈）

共

共催：横浜港振興協会、横浜市港湾局

催

そ の 他

詳細は、５月中に港湾局ホームページやチラシ（区役所広報相談係で配布）で案内予定

応募・
問合せ先

一般社団法人横浜港振興協会『横浜港客船フォトコンテスト 2017』事務局
〒231-0002 横浜市中区海岸通１－１ 大さん橋ふ頭ビル２階
TEL：045-671-7241 FAX：045-671-7350 受付時間：9:00～17:00（土日祝日は除く）

お知らせ
○客船の入出港予定詳細については、港湾局ホームページでご確認ください。
（入出港時間は、天候などの事情により変更となることがあります。）
http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/cruise/schedule/

横浜港客船入港情報 検索

○写真のデータ利用を希望される場合は、下記担当課へお問い合わせください。

お問合せ先
港湾局客船事業推進課長

渡邊

充

Tel 045-671-7237

【裏面あり】

【参考】
昨年度実施概要（横浜港客船フォトコンテスト 2016）
事業概要
テーマ：横浜港とクルーズ客船
応募対象作品：平成 27 年 9 月から平成 28 年 8 月までに横浜港で撮影したクルーズ客船
応募期間：平成 28 年 9 月 1 日（木）から 9 月 16 日（金）まで
応募総数：213 点
応募年齢層：11 歳から 88 歳
応募者住所：横浜市 142 人、神奈川県(横浜市外)44 人、神奈川県外 27 人
入賞作品：14 点
表彰式
日時：平成 28 年 11 月 6 日（日）10 時 30 分～11 時 15 分
場所：大さん橋国際客船ターミナル 2 階出入国ロビー
入賞出席者：13 人
展示会
場所：大さん橋国際客船ターミナル 2 階出入国ロビー
期間：平成 28 年 11 月１日(火)～平成 29 年 1 月 6 日(金)
場所：横浜市庁舎市民広間
期間１：平成 28 年７月１日(金)～８月 17 日(水) （※2015 入賞作品展示会）
期間２：平成 29 年１月 10 日(火)～２月 10 日(金)
（2016 入賞作品紹介）

準特選「出港の刻（とき）」

準特選「Twilight

Time」

横浜市港湾局長賞「出航」

ゴールデンウィーク前後の客船入港予定
平成 29 年４月 24 日(月)
平成 29 年４月 25 日(火)
平成 29 年４月 27 日(木)
平成 29 年４月 28 日(金)
平成 29 年４月 29 日(土)

にっぽん丸（22,472 総トン）
フォーレンダム（61,214 総トン）
にっぽん丸（22,472 総トン）
飛鳥Ⅱ（50,142 総トン）
ダイヤモンド・プリンセス（115,875 総トン）
ぱしふぃっくびいなす（26,594 総トン）
平成 29 年４月 30 日(日) セレブリティ・ミレニアム（91,000 総トン）
ぱしふぃっくびいなす（26,594 総トン）
平成 29 年５月４日(木)
ぱしふぃっくびいなす（26,594 総トン）
平成 29 年５月６日(土)
平成 29 年５月７日(日)
平成 29 年５月８日(月)
平成 29 年５月９日(火)

ダイヤモンド・プリンセス（115,875 総トン）
にっぽん丸（22,472 総トン）
セレブリティ・ミレニアム（91,000 総トン）

9:30 入港／17:00 出港
6:30 入港／16:00 出港
9:30 入港／17:00 出港
9:00 入港／17:00 出港
6:00 入港／17:00 出港
16:30 入港／19:00 出港
9:00 入港／17:00 出港
10:30 入港／17:00 出港
9:00 入港／11:00 出港

6:00 入港／17:00 出港
9:30 入港／17:00 出港
9:30 入港
／17:00 出港
シーボーン・ソジャーン（32,346 総トン）
8:00 入港
／23:00 出港
ぱしふぃっくびいなす（26,594 総トン） 14:30 入港／17:00 出港

