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「あなたのまわりの甲州市」
フォトコンテスト
全国のフォトコンテストの
グランプリ作品が集結

Gサミット

教わる人から教える人に

フォトインストラクター認定講座〈大阪〉
受講者募集

フルサイズのデジタル一眼レフにも対応

ベルボン「ウルトラ三脚 UT-63」
会員限定プレゼント

『フォトライフ四季』は
「第6回 日本タウン誌・フリーペーパー大賞」の
優秀賞を受賞しました

みんなで新しい写真体験を！
フォトカルチャー倶楽部
（PCC）
は会員の皆さまのご支援で、
さまざまな社会貢献・文化貢献・環境保護貢献をしています。
美しい自然を写そう。美しい地球を守ろう。写真で人の絆を深めて、すべての生き物と共生しよう。
『フォトライフ四季』
創刊100号を迎えました。これからもたくさんの方の写真の力で
みなさまに楽しんでいただけるコミュニティ情報誌を目指します。
今号の募集
P.3―Facebook
「PCC 全国交流グループ」
メンバー
（PCC会員限定）
P.11―ベルボン
「ウルトラ三脚 UT-63」
P.20―
「あなたのまわりの甲州市」
フォトコンテスト
P.22―マンションお色直しフォトコンテスト
P.25―フォトインストラクター認定講座

上の写真「谷村家の桜」

表紙の写真「春旅」

岡田巳吉さん（長野県）

吉田政史さん（千葉県）

毎年、伊那谷へ桜を見に訪れているの
ですが、昨年は桜の開花が早く、上伊那
郡のほうまで満開でした。この場所は
よく雑誌などで紹介され定番となって
いますが、桜の状態が最高の時は撮影
していても気持ちの良いものでした。

いつかは撮影したいと思っていたスポ
ットで、天候そして満開の桜に恵まれ、
春を満喫しながらの撮影となりました。

①Nikon D800、②AF-S NIKKOR 24-120mm
f/4G ED VR、③F8、④1/640秒、⑤ISO 125、
⑥UVフィルター、⑦三脚使用、⑧長野県上伊
那郡、⑨2016年4月11日

①Nikon D7000、②AF-S VR Zoom-Nikkor
70-300、③F7.1、④1/800秒、⑤ISO 200、
⑦三脚使用、⑧いすみ鉄道 東総元駅付近、⑨
2016年4月9日

P.27―PCCの撮影イベント
P.33―
「JAPAN PHOTO」
2017春夏フォトコンテスト

＜撮影データ表記＞①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、
⑤ISO感度、⑥フィルター、⑦三脚使用、⑧撮影地、⑨撮影日

発行：NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
特別賛助：カメラのキタムラ&スタジオマリオ

「PCC 全国交流グループ」
より
フ ォト カ ル チ ャ ー 倶 楽 部
（PCC）は
Facebookにグループを作り、
会員のみ
なさまの交流の場をご提供しています。
毎日多くの方がご自分の写真を投稿し、
地域や年齢の枠を超えてコミュニケーシ
ョンをとっています。写真を軸に全国の
会員さんが出会い、情報を交換し、楽し
く交流するコミュニティです。

PCC会員 和田義博さん

「白鷺の城」
平成の「大天守保存修理工事」
で真っ白な天守閣
に生まれ変わり、6年ぶりに公開された姫路城
（2015.3.27公開）
。公開一週間後、
晴天のもと、
まばゆいばかりの天守閣と満開の桜を存分に撮
り回りました。姫路城はシラサギが羽を広げた
ような優美な姿から
「白鷺城」
の愛称で親しまれ
ています。

①PENTAX 645NⅡ、②PENTAX-FA645 75㎜ /F2.8、③F11、④1/30秒、⑤ISO 100、⑥PLフィ
ルター、⑦三脚使用、⑧兵庫県姫路市、⑨2015年4月2日

PCCの仲間同士で“いいね！”フォトコンテストに参加も
「PCC 全国交流グループ」
メンバー 募集
このページの写真は、
Facebookの「PCC
全国交流グループ」に投稿された作品で
す。グループに参加するにはページにア
クセスして
「参加する」
をクリック。写真
を投稿するとコンテストに参加できます。
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和田義博（わだ・よしひろ）

（PCC 会員限定）
PCC 全国交流グループ

1946年生まれ。14年前、定年退職後も一人でも楽しめ
る趣味として写真を始めました。今はデジタル全盛です
が、撮影結果がすぐに判ってしまう瞬時性になじめず、
フ
ィルム撮影の「結果が未知でスローな世界」が性に合い、
フィルムで身近な自然風景、里山の四季の風景や出来事
を撮影しています。

〈撮影データ表記〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑥フィルター、⑦三脚使用、⑧撮影地、⑨撮影日
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『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

カリフォルニア州ランカスタ
ーにあるアンテロープ・バレ
ー・カリフォルニアポピー保
護区。春には、東京ドーム約
152個分の広大なこの丘陵地
帯に“奇跡”ともいえる花園が
姿を現す。カリフォルニアポ
ピー
（ハナビシソウ）は、1903
年に州花に認定され、いたる
ところに咲いていたが、土地
開発などが進み広大な敷地に
咲き乱れる光景はこの土地だ
けに。そこで野生植物、特に
カリフォルニアポピーを永続
させようと1967年に保護区に
指定された。見頃は３月中旬
から5月上旬。まるで色とり
どりの絨毯を敷いたような絶
景は、まさに大自然がもたら
す芸術だ。

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2017年２月号
http://www.nationalgeographic.jp

TIM FITZHARRIS/MINDEN PICTURES/National Geographic Creative
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『フォトコンライフ』
３月号のDVDは花の撮影がテーマです→P.32

撮影イベントに参加してみませんか→P.27
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JAPAN PHOTO

応募者に学ぶ春

応募作の力
桜色のパワー
桜色が写るだけでこんなにも明るく見え、わくわくするのは不思議なものです。
１週 間という満 開 時 期は貴 重で、カメラを持って出かけたくなってしまいます。
存 在 感にあふれるが、雰 囲 気の引き立て役もこなす 桜。そんな春の代 名 詞
ともいえる桜が人々を明るく照らしている２枚を選びました。

「はじめての自転車通学」
遠藤修一さん（滋賀県）

「 花 見のにぎわい」
田中秀樹さん（群馬県）

瀬田川畔の桜と柳の対比を撮っていたら、中学生たちが自
転車でやってきました。中学校に進学して、はじめての自
転車通学のようでした。
①キャノンEOS 70D、②キャノンEF-S 55-250mm 1:4-5.6 IS STM、
③F22、④1/160秒、⑤ISO 800、⑥レンズ保護フィルター、⑧滋賀
県大津市、⑨2016年４月８日

満開の赤城南面千本桜は本当に見事でした。通り
には様々な屋台が並び、大勢の人でにぎわってい
ました。そのにぎわいを写真にしたくて、頭上高
くにカメラを掲げて撮影しました。
①Nikon D610、②Nikon 24-85mm ｆ3.5-4.5、
③F9.5、④1/500秒、⑤ISO 100、⑧群馬県前橋市
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＜撮影データ表記＞①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑥フィルター、⑧撮影地、⑨撮影日
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①ニコン D4s、②70-200mm、③F8、
④1/125秒、⑤ISO360

いな丸ボケができます。

がなるべく離れていると、きれ

け小さくして、主役の花と背景

もできます。絞り値はできるだ

景にすれば、丸ボケを作ること

グルを探します。木漏れ日を背

背景がゴチャゴチャしないアン

集していない枝先の花を選び、

な背景を選びましょう。花が密

①ニコン D4s、②70-200mm、③F8、
④1/125秒、⑤ISO250

【今さら聞けないキホンのキ】

やっと着いた撮影スポットに
は満開の桜。早く撮ろうとして、
興奮のあまりいきなりシャッタ
ーを押していませんか。まずは
少し遠くから、桜のボリューム
感を表現してみましょう。
コツは、ファインダーをのぞ
き、花がなるべく多く密集して
い る ア ン グ ル を 探 す こ と で す。
花の密度がスカスカだったり、
桜と桜の間が空きすぎたりする
と、花のないスペースが画面内
にできてしまいます。
桜だけでも画になりますが、
その中に人やお地蔵さんなどを
点景として入れると、桜の大き
さや周囲の状況が伝わり、春の
雰囲気を伝えることができます。

今度は望遠レンズやマクロレ
ンズの出番です。やさしい花の
素顔に迫ってみましょう。無数
に咲いている花々の中から、
形・
色が良くて、花びらに虫食いな
どのないきれいな花を選ぶよう
にします。太い幹からちょこっ
と咲いている花も被写体になり
ます。

公園に咲く桜風景を撮りました。これ
だけでもよいのですが、ただ、
「それだ
けの風景」に終わっている感じです。

桜が占める面積を
大きくして
ボリューム感を表現

とで、太陽の光芒も出してみま

コツは、カメラが木に接する

堂々とした枝ぶりと全体を彩

面に入り、完全な逆光になって
くらい近寄ることです。枝がド

した。春の雰囲気を伝えられた

しまいます。太陽に露出が合っ
ーンと広がるダイナミックさと、

る花を、桜の真下から表現しま

て、極端に暗くなってしまうこ
安定感が出るように構図を決め

と思います。

とがあるので、思いきったプラ
ます。中途半端なフレーミング

した。この角度だと、太陽が画

ス補正で花のピンクを表わして
はしないように注意しましょう。

この時、できるだけシンプル

NG
OK

茅ヶ崎市出身。30年間の会社員生活を経てフリーランス
の写真家として活動。風景、動物、昆虫、星景写真など、主
に自然をテーマに幅広く撮影を続けている。フォトカルチ
ャー倶楽部講師、クラブツーリズム撮影バスツアー講師。

画面右下に桜を楽しむ人を点景として
入れることで、バランスが整えられま
した。
①ニコン D4s、②180mm、③F4、
④1/1000秒、⑤ISO400
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〈撮影データ〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度
中田達男さんと撮影しながら学べる講座は→P.27
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中田達男
①ニコン D4s、②180mm、③F5.6、
④1/800秒、⑤ISO400

1

桜を大きくして点景を加える
3

フォトインストラクター
日本写真講師協会
（JPIO）

背景をシンプルにして、他の花のピン
クと空の水色を活かす形で構成しました。

ココが
ポイント
ココが
ポイント

クローズアップで花のかわいらしさを表現

ナビゲーター
太い幹から出た花を主役にし、背景に
木漏れ日の丸ボケを配しました。

桜と周囲の状況を入れました。お地蔵さんの赤、花の黄色が彩を添え、全体に山の春を感じさせます。
①ニコン D4s、②28-300mm、③F8、④ 1/800秒、⑤ISO800
①ニコン D4s、
②24-70mm、
③F16、
④1/640秒、
⑤ISO400

います。
さらに絞り値を大きくするこ

画面左下に配した
木の幹がダイナミ
ック感を出してい
ます。花の淡いピ
ンクと光芒で春の
感じを表現しました。

2

木に接するくらい近寄って枝を写し取る

ココが
ポイント

思い出をつくる道具たち
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杉本恭子さん

風景写真家・

改良を重ねて進化する三脚
たかが三脚とあなどることなかれ。
カメラを安定させることを目的としたこの道具も、
日々改良を重ね、進化を遂げて、使いやすさを究めていっています。
小型高性能をほこるベルボンの
「ウルトラ三脚」。
その新製品の使い勝手を風景写真家の杉本恭子さんにうかがいました。

杉本恭子さんの必須アイテム
②

●ボディ
①キヤノンEOS 5D Mark IV
②キヤノンEOS 7D Mark II

⑥
①

⑨

●レンズ
③EF16-35mm F2.8L III USM
④EF24-105mm F4L IS USM
⑤EF100mm F2.8Lマクロ IS USM
●三脚
⑥ベルボンUT-63
大きな桜の木だったので、木の下に立って、木の枝ぶり全体が入るように煽って撮影しました。桜の花が、青空から振りそそぐシャワーのように感じられます。
①キヤノン EOS 7D、②EFS10-22mm、③F22、④1/6秒、⑤ISO100、⑥12mm、⑦ベルボンUT-63使用

伸縮比が約5.5倍
プロの金言

●その他
⑦ケンコー Zéta ワイドバンド C-PL
⑧リモートスイッチRS-80N3
⑨手回し発電ライト

⑦
④

⑧

③

⑤

小さく持ち運び、大きく使う

ベルボン ウルトラ三脚 UT-63

PCC会員限定抽選で１名様にプレゼント！

アングルを変えれば
写真も変わる

UT-63にカメラをセット

脚を180度反転して折りたためるので、コンパクトに収納。
3kgの重さに耐えられ、フルサイズ一眼レフにも対応する三脚

「同じ被写体でもアングルを工夫すれ
ば写真の印象は大きく変わります。脚
を縮めてフル開脚すると三脚の最低高
は33㎝。レンズを真上に向けてカメ
ラをセットし、地面すれすれの高さか
ら桜を見上げるような作品を撮るなん
ていかがでしょうか？」

ベルボン ウルトラ三脚 UT-63

「UT-63」
。PCC会員限定で1名様にプレゼントいたします。

①QRコードからご応募

②官製はがきでのご応募

下記QRコードを読み取り、
アンケートにお答えしてご応募ください

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.47)
「ベルボン三脚プレゼント」
係あてにご応募ください。
•PCC会員番号 •氏名
•おすすめ撮影地
•行ってみたい撮影地
•PCC、
『フォトライフ四季』の感想
•PCC以外に加入している写真クラブのお名前
（なければ無記入）

※PCCホームページからもアクセスできます
「npopcc」で検索してください。

UT-63で桜撮影

全高（EV含む）：1550mm
最低高：332mm
縮長：282mm
段数：6段
質量：1620g
推奨積載質量：3000g
桜の木の幹や枝ぶりのダイナミックさを加えるた
めに、UT-63を桜の木に寄せて、33cmまで高さ
を低くし、脚が地面にぺったりと着くように開脚
してカメラを固定。低い位置から見上げて撮影し
ました。

杉本さんがベルボンのウルト

ラ三脚を愛用しているのにはワ

ケがあります。小型三脚は持ち

運びに便利な反面、脚の伸縮が

面倒だったりすることがありま

すが、この新製品ではそんなデ

メリットが解消されて、さらに

使いやすくなっているのです。

「セッティングがスムーズなの

がいいですね。脚先端を握って

ひねるだけで全段を一気に固

定・解除できるし、脚伸縮も２

段目の専用グリップを回して簡

単に調整できるんですよ」

標準装備の自由雲台にカメラ

を取り付けると、慣れた手つき

でアングルを調整。自由度の大

きいボールヘッドが採用されて

いるから、カメラをほぼ真上に

向けて、空を見上げるようなア

ングルで撮影することもできま

す。

「ちょっとしたことのようだけ

ど、設置や締め付けがスピーデ

ィーになったのはやっぱりうれ

しい。三脚もどんどん進化して

28

いるんですよね」

小さく折りたたむと
わずか ㎝

さらに驚くのは伸縮性の高さ

28

です。小さくたたんだときの長

さはわずか ㎝ 。脚を１８０度

反転させ、雲台を脚の間に収納

すれば、航空機国内便の機内持

ち込みができるキャリーやバッ

グにも入ります。

〈撮影データ〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑥焦点距離、⑦三脚使用

「三脚がコンパクトなのは、撮

影でも有利。撮影ポイントを移

動するときは、カメラをつけた

まま、脚を縮めた状態にしてい

ます。そうしておけばアングル

を調整してすぐに撮影ができま

すからね」

足取りが軽くなり、撮影の行

動範囲が広がる小型高性能三脚。

プロが太鼓判を押すこのアイテ

ムを手に入れれば、傑作を撮影
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するチャンスがぐんと広がりま

東京都出身。竹内敏信氏を師事、
2003年からフリーとして活動を
開始。写真教室や撮影会などを実
施して、写真を撮ることの楽しさ
を伝えている。著書に『一眼レフ
カメラ基本撮影テクニック』（永
岡書店）
、
『撮り歩き旅の写真術』
（新星出版社）などがある。社団
法人日本写真家協会会員、日本写
真協会会員、日本写真療法家協会
会員、生涯学習インストラクター
１級、JAPAN PHOTO 2016 春
夏フォトコンテスト審査員。

す。

杉本恭子（すぎもと・きょうこ）

セッティングが
スムーズなのがいい！

PCCへの入会は→P.48

三脚・雲台以外にも、便利な撮影機材がこんなにあります→P.42
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「それぞれの楽しみ」
昭和記念公園（立川市）

川田岩治さん

運動広場脇のイチョウ並木です。多く

の人が楽しんでいる中、向こう側から
も写真を撮ろうとする人がいましたの
で、タイミングをみて撮影しました。

「ミストの出る公園」
三菱一号館 美術館中庭（千代田区）

浜中義孝さん

残暑厳しい日、ツタの絡まる建物から
ミスト（霧）が吹き出ています。１人の
若者が両手を上げ、ミストを吸い込ん

で、
「気持ちいいな」と叫んでいました。

学生奨励賞

特選

「シャボン玉と遊ぶ」
代々木公園（渋谷区）

「高層ビルと新宿みどり」

「花に囲まれて」

「登っておいでよ、
気持いいよ」「再生」

「緑の海草」

西新宿（新宿区）

水元公園（葛飾区）

昭和記念公園（立川市）

阿古小中学校（三宅村）

大久保浜（三宅村）

田村明弘さん

渡辺啓三さん

畠山敏郎さん

入江智範さん

谷口常雄さん

「トレイン通ります」
昭和記念公園（立川市）

田中琴実さん

「凛立」
小山内裏公園（町田市）

「山里の春」

櫛田則夫さん

「自撮りの二人」

佐々木浅雄さん

原宿から代々木公園に入るとイベントがありました。子
どもたちの声、シャボン玉で遊んでいる様子がとても楽
しそうだったので、思わずシャッターを切りました。

62

みどり東京フォトコンテスト

後世まで残したい東京の緑、もっと増やしたい身近な自然。
都内の全 市区町村が連携して、ＰＣＣが後援する
「みどり東京フォトコンテスト」が開催されました。
２０１６年の上位作品は、東京のみどりの美しさを再確認させてくれます。
今回は、 歳以下の学生さんを対象にした「学生奨励賞」が加わりました。

グランプリ

みどりが主役

みどり東京フォトコンテスト

上位
入賞作品
発表

優秀賞

まだ冷たい5月頃の
水中では、島特産の
天草が太陽に照ら
されて輝いていまし
た。そこへ一緒に
撮って欲しそうにエ
イがやってきまし
た。臆病なエイが
こんな近くに寄って
くるのは珍しいの
で、エイに感謝しな
がら撮影しました。

ついば

「飯桐の実を啄むヒヨドリ」年明け間もない光が丘公園。飯桐（イイ
光が丘公園（練馬区）

奥多摩町境

島田國彦さん

久保 亘さん

ギリ）
はナンテンに似た赤い球形の果実
を秋につけますが、落葉後も残るので、
冬場の野鳥には大切な食べ物です。

新宿御苑（新宿区）

飯塚道雄さん

オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」

入選作品も公開中！

Webで詳細を確認できます
「みどり東京フォトコンテスト」のWebページを公開してい
ます。紙面では上位作品の発表でしたが、Web上では
入選作品まで写真付きでご紹介。
「みどり東京フォトコン
テスト」は今年も開催予定です。
詳しくは→http://all62.jp/midori-photocon/index.html
「みどり東京フォトコンテスト」で検索
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主催：特別区長会 東京都市長会 東京都町村会
企画運営：公益財団法人特別区協議会 公益財団法人東京市町村自治調査会

みどり東京フォトコンテスト
主管：
（一社）日本フォトコンテスト協会（JPO）
特別協力：カメラのキタムラ＆スタジオマリオ
後援：日本旅行写真家協会/（公財）東京都公園協会/（公財）日本野鳥の会/（一財）
休暇村協会/（―財）公園財団/（―財）ネイチャーズベストフォトグラフィージャパン/
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部/『フォトコンライフ』
（双葉社）/旅行読売出版社
協賛：富士フイルムイメージングシステムズ/キヤノンマーケティングジャパン/
ニコンイメージングジャパン/リコ―イメージング/クラブツーリズム/ケンコー・トキナー/
シグマ/タムロン/トーリ・ハン/ハクバ写真産業/バッファロー/フレームマン/
マンフロット/Tポイント・ジャパン/マイナビサポート（順不同）

これから新緑が美しくなるシーズン。カメラを持って、東京のみどりを撮りに出かけてみてはいかがですか？

「みんな仲良し」
神代植物公園（調布市）

伊藤 務さん

春秋には、多くの種類の、色とりどり
の美しいバラを見ることができます。
遠足で来園した子ども達の楽しんでい
る姿がかわいいので撮影しました。

「春爛漫」
龍珠院（あきる野市）

植竹ヒロ子さん

遠くの杉林や山桜、ミツバツツジなど
と相まって、しだれ桜は圧巻でした。

眼下の建物を入れないようにしながら、
春の花々だけで絵作りしました。

みどりだけでなく、
「花」 写真コンテストもあります→P.34

12

テーマに応じてサイズや形が選べる
「フォトプラスブック」

思い出シリーズ

1

今回、荒牧さんが作ったのは、
「カメラのキタムラ」のオリジナル商品「フォトプラスブック」
。
大きさや形、タイプを自由に選択。ページを開くとフラットになるハードタイプなら、
ページをまたいで写真を大きく見せることもできます。お店とネットの両方から注文できます。

①

表紙を作る

フォトプラスブックを
選ぶ

⑤

表紙を作成し、
表紙や中面の色を選びます。

キタムラフォトプラスブックの商品を選択します。

②

写真の点数や大きさ、
レイアウトを調整します。

画像をアップ

レイアウト調整

⑥

右はマクロレンズで、遠くにあるレンゲの花を引き寄せ
て撮りました。ミツバチが入るのをひたすら待ちました。

フォトプラスブックに使用する画像を選択し、アップロードします。
※事前に使用する画像を選び、フォルダにまとめておくとスムーズです。

花を求めて、うららかな陽気に誘われながら、

野山や公園へ出かけたくなります。

ってみると、思わぬ撮影チャン

スに出会えるかもしれません。

サイズや縦・横・スクエアが
自由に選べる

花写真がまとまったら、
「フォトプラスブック」で

自分だけの花図鑑を作ってみました

花の表現方法で
レンズを使い分ける

花の盛りとなる４月～５月は、

毎週のように里山に出かけては、

どうしても後の見直しが大変で

数多くの花を撮影するので、

花撮影で、持っていく機材は

花を撮影してきますね。

花を横位置で撮ることが多い

す。そこで、おすすめなのがフ

す。あとは、小さな花を大きく

ので、縦・横・スクエアやサイズ

１０５㎜ のマクロレンズです。

写して、かつ背景をボカして、

が選べる「フォトプラスブック」

ォトブック。今回はキタムラの

花を際立たせたいときもいいで

は便利ですね。広 角レンズで広

これ一本で相当撮りますね。マ

すね。他には、広角レンズも使

がりのある写真を大きく載せた

「 フ ォ ト プ ラ ス ブ ッ ク 」 で、 花

います。花を真ん中にして、ま

かったので、Ａ４横 型を選 びま

クロレンズは、遠くにある花を

わりの風景を取り入れて、どう

した（①）
。写真点数も１ページ

図鑑を作ってみました。

いう場所で咲いているのか、伝

に４点、見 開 き２ページで８点

引き寄せて撮りたい時に使いま

わるようにするんです。

載せられます（③）
。コメント入

力機能で写真ごとにタイトルや

里山の散策でよくすることは、

前ばかり見ないで、後ろを振り

花の名前を入れました（⑦）
。場

シャッフルプリントはいろいろな写真をひと目で眺めて楽しむことができます→P.18

貯まる！ 使える！

返ったり、戻ったりすること。

カメラのキタムラ

所や時期を書くのもいいですね。

http://www.kitamura.jp

見る角度で被写体の見え方も変

画像の確認画面が行なわれ、自動レイアウトが実行された後、
各ページ一覧画面が表示されます。

その時に感じたことや思いを書

完成！

編集が終ったら、数量や受け取り方法を選択して注文。
後日、商品がお手元に！

わってくるんです。１日撮影で

④

一覧画面を表示

⑧

くのも良い記録になります。

ページ数の設定では、固定ページの選択か、希望ページ数を自由に設定する方法
があります。後からページ数の追加・削除もできます。

散策したら、同じ道を戻って帰

ページ数を選ぶ

写真１つひとつにコメントを記入します。

左は広角レンズで雑木林と青空を入れつつ、なるべくタ
ンポポにレンズを近づけて、カメラの角度を変えながら、
まわりの風景がわかるように撮りました。

③

コメントを入れる

⑦

17

タチツボスミレを撮影。薄曇りで光がまわったため、やわらかく優しい写真になりました。背景がボケて花が浮き立つよう、花の後ろに余
計な物が写り込まない株を選んで撮りました。

花 写 真 を 撮 り 溜めた ら
自 分 だ けの 花 図 鑑 作 り

思い出を残す
新方法

荒牧敬太郎
一般社団法人
日本フォトコンテスト協会 理事
一般社団法人
日本写真講師協会 理事
NPO法人
フォトカルチャー倶楽部 参事

フォトプラスブックは決まったフォーマットから選ぶだけ。かんたんです。

16

ャウエン。この街の旧市街の一

モロッコの北西にある街、シ
ではなく、ランダム
（無作為）
に

クなのは、画像が撮影した順番

シャッフルプリントがユニー

シャッフルすると
意外な発見があって面白い

たくさんの写真をひと目で眺めることができる
「シャッフルプリント」。
角は、建物の外壁から階段まで
並ぶこと。画像は入れ替えたり、

旅の思い出を
一枚の写真に凝縮

思い出を一枚の作品にまとめて部屋に飾れば、
青色に染められ、
“青い街”
とし
回転させたり、任意に選んだ

シャッフルして組み合わせると、
意外な発見があって面白い
旅の感動がいきいきとよみがえります。
て世界的に知られています。

岩永理恵さん（長崎県佐世保市）

時間の経過によってどんどん変

色から藍色まで多彩。同じ色も

ていたんです。青といっても水

「前から一度、行きたいと思っ

ッフルして組み合わせると意外

物足りなく思えたものも、シャ

「一枚の写真として見たときに

ます。

コマを大きく見せることができ

な発見があって面白い。たくさ

わっていくんですよ」
岩永さんはこの町の魅力を伝
んの写真をひと目で眺めること

は、旅の思い出の記録に最適。

とめられるシャッフルプリント
店頭の注文機の他に、スマホ

にまとめても楽しいでしょうね」

長を観察記録として一枚の写真

明によみがえります。植物の生

ができるから、旅の思い出も鮮

枚の青を一枚の

えるために、
枚にま

コメントエリアにタイトルや日
アプリからも注文できるシャッ

たくさんのシーンを

付などを入れれば、額に収めて
度お試しください。

フルプリント。皆さんもぜひ一

ゼントにもなります。

卒園に入学と、イベントが続き、新しいことが始まるわくわくする季節です。
お子さまの旅立ちの、記念のお写真を残しませんか？

お母さん納得の「スタジオマリオの卒園・入学」

ほかにもこんな声が寄せられています

●初めて利用したのですが、すごく楽しかっ
たです。子どもも、照れながらも喜んで撮
影していました。一生残るものなので撮っ
てよかったなと思います。ぜひ、また利用
したいと思います。
●男の子の母親です。想像していた通り、か
ですがスタッフの方が嫌な顔ひとつせず、

たくなに着替えず、撮影も嫌がっていたの

た。ありがとうございました。

仕上がりは大変満足できるものになりまし

いました。ニコニコ笑っている写真もあり

前向きに写真がとれるように頑張って下さ

４００着以上。お子さんに着せたいと思える衣装、着
だけご自身でお持ちいただくことも可能ですよ。お気

たいと思える衣装をご用意しています。アクセサリー

す。種類は豊富で和服からドレス、なりきり衣装など

もちろん学校指定の制服を着て撮影することもできま

スタジオマリオでは、
何回着替えをしても無料です。

着たい、着せたい衣装が豊富
何回着替えても無料です

真が撮れるまでゆったりと撮影できますよ。

るといいでしょう。時間を気にせずお気に入りのお写

せっかくの記念撮影は余裕をもって早めに予約をす

撮影できない、なんて事態になることもあります。

ズン、撮影をしようと電話をしても予約がいっぱいで

さんの晴れ舞台を記念に残しませんか。でもこのシー

入園、入学シーズンの季節がやってきました。お子

早めの撮影でゆったり
楽しく撮影しませんか

2

部屋に飾ったり、友達へのプレ

1

作品に封じ込めました。

42

あっという間に春が近づいてきました。

「写真歴は７〜８年くらい。風景だけじゃな
く人物にもカメラを向けています。海外旅
行が大好きで、つい先日もミャンマーから
帰国したばかり。次は南米に行きたいと思
っています」。

に入りの衣装を見つけて記念に残るお写真を撮影しま
しょう。

スタジオマリオ

カメラのキタムラ佐世保・東店
作品名「Blue Shefchaouen」
プリントサイズは、はがきサイズ
（102×152mm）300円（ 税 抜 ）
から、A1サイズ（594×841mm）
5,000円
（税抜）まであり、背景色
は７色から選べます。

18
ハードタイプのフォトプラスブックなら、本がフラットに開きます→P.16
PCCに入会すると、スタジオマリオとカメラのキタムラでこんなにお得。ご案内は→P.48

19

貯まる！ 使える！

お客さま なんでも相談室
TEL.050-3116-8888
受付時間10：00〜20：00 年中無休
専門のスタッフがお電話で全力サポート！
PCC会員なら、記念日スタジオ
「スタジオマリオ」
で
の撮影料、お写真代、
着物レンタルのお買上げ合計金
額より10％ OFF
（他の割引との併用は不可）
http://www.studio-mario.jp

2

今ドキの
思い出の残し方

卒園・入学前の記念撮影は
早めの撮影でゆっくりと

何回着替えても大丈夫。もちろん無料です。

「青の街」シャウエンは一度は訪れたい
絶景スポットとして、
人気の観光地です。

こんなメッセージが
届いています！

思い出シリーズ

思い出シリーズ

3

思い出づくり
研究所

思い出ってなに？役に立つ？

PCCのシンクタンクで発刊。
話題の本になってしまいました。

各月で開催している思い出づ
くり研究所。

思わぬ反響を読んだ本、
『「思い出」を考える』
（頒価1000円）は
思い出づくり研究所（所長＝早稲田大学教授・大野高裕）編。
「思い出はどんな役に立つのか？ 人生と思い出と写真。その関わりは？ 思い出の残しかたは？」がテーマです。
抽選で５名のPCC 会員様にプレゼントをいたします。
官製はがきに①氏名②ご住所を記載の上、PCC 事務局(P.47)にお送りください。
収録内容
（大野 高裕）
「トライアングル。人生・思い出・写真」
（松尾 里央）
「思い出づくり研究所の歴史」
（板見 浩史）
「思い出はどんな時に役に立つのか。記録、記憶、そして思い出づくりの効用」
（松田 雄馬）
「そもそも『思い出』とは何か？脳研究に見る『思い出』の意味」
（川村 真弓）
「思い出写真を飾るスクラップブッキングの効果」
（根本 将幸）
「デジタルフォト時代の思い出。すっかり変わった『写真』の概念」
（野田 真愉美）
「人をつなぐ思い出写真」
（椎名 トモミ）
「優しいまなざしを通して『愛してる』を伝える。アルバムは未来の子どもへのプレゼント」
（森田 真理子）
「思い出の整理。五〇〇枚の写真から二〇枚を選ぶ」
（金安 塁生）
「写真投稿におけるSNSの利用行動。SNS投稿で損をしない方法」
（松尾 里央）
「思い出は整理しないと思い出と結びつかない」
（松尾 喬）
「西川峰子ヌード写真集の思い出」
（水本 歩）
「プリント以外の思い出の残し方」

板見浩史

平嶋彰彦

自然景観

フルーツ
イベント・祭り

■賞品・賞金

●最優秀賞
［1作品］ 3万円分の商品券+ペア宿泊券+特産品
●特選
［2作品］
1万円分の商品券+特産品
●準特選あなたのまわりの甲州市賞
［７作品］
5千円分の商品券+特産品
●準特選甲州市賞
［7作品］ 5千円分の商品券+特産品
※甲州市で撮影された写真が対象
●入選[40作品]
2千円相当の特産品

「あなたのまわりの甲州市」
フォトコンテスト

■審査員

広大な山岳地帯や渓谷、果

①自然景観
（山、ぶどう畑、もも畑、自然景観、桜 など）
②フルーツ
（ぶどう、もも など）
③伝統文化
（甲州市で有名な伝統行事：春駒、十二神楽）
④イベント・祭り
（マラソン、祭り など）
⑤神社仏閣
（甲州市で有名な神社仏閣、恵林寺、大善寺）
⑥鉄道
（観光鉄道 など）
⑦その他

樹園や農村地帯、歴史に彩ら

れた建造物や文化資産などが

調和する山梨県・甲州市。あ

なたのまわりの甲州市をイメ

■応募テーマ

ージした風景、実際に甲州市

■部門
●あなたの身のまわりの甲州市をイメージした風景部門
身のまわりにくだものの畑はありませんか？ 甲州市に似て
いる風景やモノを探して応募してください。
●甲州市に行って撮影した風景部門
甲州市の魅力を甲州市で撮影して応募してください。

で撮影した風景、どちらもご

2017年４月１日～12月31日

応募お待ちしております。

■募集期間

主催 ： 甲州市、甲州市観光協会
主管 ：（社）
日本フォトコンテスト協会
後援 ： ＮＰＯ法人 フォトカルチャー倶楽部

応募要項

伝統文化

■ご応募、お問い合わせ

〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 Ｂ1
一般社団法人 日本フォトコンテスト協会内
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秋山庄太郎「花」写真コンテスト2016

「タイトルは作品の一部としてこだわりたい」

特 選

秋山庄太郎「花」写真コンテスト2016

写真芸術の振興と福祉支援

物語を個性的に
描き出す花写真

秋山庄太郎
1920年、東京生
まれ。紫綬褒章、
旭日小綬章受章。
2003年に写真賞
選考会場で倒れ、
急逝。享年82。

「陽春三彩」
北川浩司さん

（千葉県）

「丈くらべ」
若生永吾さん

（福島県）

秋山庄太郎氏が提案して2002年秋にスタートし
た
『秋山庄太郎
「花」
写真コンテスト』。花の撮影を
ライフワークとし、
「花行脚」
をしながら写真愛好家
たちと交流を重ね、
「アマチュア、畏
（おそ）
るべし」
との名言を残した。秋山庄太郎氏の没後、2009
年からは秋山庄太郎写真芸術館とカメラのキタム
ラの全面協力を得て、フォトカルチャー倶楽部が
後援。今回で14回目を迎えるこのコンテストは、
「写真芸術の振興」
と
「福祉支援」
という秋山庄太郎
氏の志が今も受け継がれている。

「端麗」
（東京都）

深須絵理さん

（神奈川県）

「美しい花をより美しく撮る」。それが写真家秋山庄太郎の原点です。
花写真を写真芸術までに高めた秋山氏が創設した
「花」写真コンテストが今回で第14回目を迎えました。
グランプリは、
ドラマ性と花写真の楽しさにあふれた作品です。
上位10作品と秋山作品が、今回も被災地の施設や福祉団体に寄贈されます。

花々が表情ゆたかにみせる、アートな
“花ポートレート” グランプリ

関根章夫さん

「今日の空」

受賞式で初めて受賞者が明かされるドラマチックなコンテスト

「リズムに乗って」
大川幸子さん

（東京都）

「どのはなみても」
落合俊哉さん

（東京都）

「雪中に咲く」
植木 勤さん

「ココロに花を咲かせましょう」

（長野県）

舘 弘美さん

（東京都）

「天に向って」
大西展子さん

（福岡県）

総評

「藤の花咲く頃」
小寺澤啓司さん

（兵庫県）

※順不同

特選
副賞協賛
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花撮影の必需品、小型三脚の情報は→P.10

（順不同、敬称略）

自分の個性を表に出すことで、自然と自分らしさが生まれる

審査員 丹地敏明

審査員 三浦賢造

審査員 上野正人

写真家。風景・生活・民芸・工芸など撮影対
象は多岐にわたる

写真家。秋山氏に師事。日本を代表する女
優や文化人のポートレートを数多く撮影

秋山庄太郎写真芸術館館長。秋山氏と共に
本コンテストを創設する

個性的な作品が入賞しました。グランプリ
作品はシャガールに会った時に描いていた
絵を思い出しました。写真を楽しみながら
撮ることは、“心に花を咲かせる”こと。花
を慈しみ楽しんで撮ることが大切です。

今回初めて作品を直に拝見し、応募者の意
気込みとレベルの高さに驚くと共に、とて
も勉強になりました。グランプリ作品は、
“花ポートレート”の雰囲気たっぷりで、花
写真芸術の感性を再認識しました。

入賞・入選作品には物語性を秘めていたり、
何かを訴求したりする力があるように思い
ます。グランプリは、これまでの本コンテ
ストではあまり見られない視点から取り組
まれた個性的な作品です。

本コンテストの入賞作品は、秋山庄太郎写真芸術館（東京）で3/5
（日）
〜3/19
（日）
まで展示されます。
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秋山庄太郎「花」写真コンテスト2016

「作品は見ていただくもの。謙虚な気持ちで」

準特選

準特選

「ｌｏｖｅ」
江口義文さん（岐阜県）

「キラキラ星」
河村聖允さん（秋田県）

「連」
長江久男さん（栃木県）

「華踊る」
桐生幸子さん（新潟県）

「早春」
山口義文さん（岐阜県）

「花の美しさだけでなく、心の優しさも感じたい」

「森の妖精」
野崎洋子さん（新潟県）

「春一番」
今野 強さん（山形県）

「三重奏」
佐久間俊雄さん（埼玉県）

「凛と咲く」
木下正夫さん（群馬県）

「閑寂に咲く」
田宮与四郎さん（栃木県）

「北アルプスのオアシス」
小野武弘さん（千葉県）

「芝桜と星空」
設楽怜司さん（埼玉県）

「夏の精」
森居治夫さん（滋賀県）

「春雪」
川田武男さん（栃木県）

「揺れる思い」
小原明子さん（愛知県）

「花かんざし」
巻島秀男さん（埼玉県）

「北岳に咲くトウヤクリンドウ」
水永晋代さん（静岡県）

「友情」
渡邊英子さん（山口県）

「真昼の花火」
小野寺恵一さん（千葉県）

「ラビアン ローズ」
鈴木義德さん（静岡県）

「夕陽を受けて」
近藤芳子さん（千葉県）
「花笑み」
中井和己さん（大阪府）

さ

「キブシ咲く」
津守義史さん（山口県 ）

はな

とき

「モネの睡蓮」
増田邦彦さん（香川県）

「マンサクの花」
西田佳記さん（長崎県）

か れん

「おねえちゃんの励まし」
石丸洋子さん（大分県）

「はやく咲いて」
後藤秀彦さん（大分県）

「ムーレンベルキア」
田中 實さん（新潟県）

「可憐」
後藤治男さん（神奈川県）

「華やぐ季」
浅田千代子さん（高知県）

「華やかに」
植竹ヒロ子さん（千葉県）

「花の交錯」
田所俊一さん（東京都）

「星空に咲く」
藁品敏幸さん（神奈川県）

「天空に舞う」
谷口八十美さん（高知県）

「花の合唱」
佐藤美那子さん（千葉県）

「ビオトープ」
奥田正明さん（奈良県）

「櫻暮色」
大川裕二さん（東京都）

「のぞき窓」
重村哲雄さん（山口県）

「初夏の訪れ」
池田 豊さん（長野県）

「冬の貴婦人」
木下泰子さん（福岡県）

※順不同

入 選
協賛：株式会社秋山写真工房、秋山庄太郎記念芸術文化振興協会、秋山庄太郎写真芸術館、秋山
庄太郎写真芸術協会、NPO法人 フォトカルチャー倶楽部、有限会社イマジン・アートプランニング、オ
リンパスイメージング株式会社、カシオ計算機株式会社、カメラのキタムラ、キヤノンマーケティングジ
ャパン株式会社、株式会社ケンコー・トキナー、株式会社第一印刷、株式会社スリーノーマン､ ソニー
マーケティング株式会社、株式会社ニコンイメージングジャパン、パナソニック株式会社、富士フイルム
イメージングシステムズ株式会社、リコーイメージング株式会社、マルコメ株式会社、株式会社湖池
屋、中村由利子
（作曲家・ピアニスト）
、ピアノおもてなし隊、株式会社新東通信
（順不同、敬称略）
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桜撮影のテクニックなら→P.8

※敬称は略させていただきました。

嵯峨優子
遠藤康彦
村上軍三
尾形正苗
丸森勝造

（秋田県）
（福島県）
（福島県）
（茨城県）
（茨城県）

片岡美子
早野由香
西澤政好
吉村 洋
下谷一成

（栃木県）
（埼玉県）
（埼玉県）
（埼玉県）
（千葉県）

内田信行
栗原 忠
泊り忠昭
直江英男
野澤康衞

（千葉県）
（千葉県）
（千葉県）
（千葉県）
（千葉県）

木村靖子
藤岡誠三郎
二見匡彦
青木幸子
木村和美

（東京都）
（東京都）
（東京都）
（東京都）
（東京都）

中野光章
大塚英夫
髙塚 央
渡辺忠雄
坂巻富志子

（東京都）
（神奈川県）
（神奈川県）
（神奈川県）
（神奈川県）

佐生八重子
佐藤武男
本間政行
岡田徳一
小西俊英

（長野県）
（新潟県）
（新潟県）
（新潟県）
（富山県）

大橋昌弥
細田 浩
山浦敦資
小林孝章
鈴木宝王

（愛知県）
（愛知県）
（愛知県）
（三重県）
（三重県）

深井征子
小泉有希
横道光子
木下美津子
小川博子

（京都府）
（大阪府）
（大阪府）
（大阪府）
（大阪府）

平田雅路
遠藤 武
下口哲司
小原三津枝
山縣直幸

（兵庫県）
（奈良県）
（鳥取県）
（広島県）
（広島県）

兼重 要
青木 勉
東 義夫
川畑一憲
菅 力也

（山口県）
（福岡県）
（宮崎県）
（鹿児島県）
（沖縄県）

花の撮影コースがたくさんあるPCC撮影イベントでテクニックを学びましょう→P.26
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まもろう・つくろう・つたえよう

にっぽんの美しい風景
お

ば

す

て

人々を魅了し続け後世に
伝えたい環境・観光資源

姨捨の棚田

名勝

ち くま し

長野県千曲市

や わた

はね お

古 く は『 古 今 和 歌 集 』に 登 場 し 、歌 川 広 重 、松 尾 芭 蕉 な ど が
作 品 のモ チ ー フ に し た 姨 捨 の 棚 田 。
平 成 年 に は 国 の 文 化 財・名 勝 に 棚 田 と し て は 初 の 指 定 、
平 成 年 には 重 要 文 化 的 景 観 にも 選 定 されま し た 。

やま

ちょうらく じ

長楽寺
姨捨十三景のひとつ
に数えられる名刹

姨捨駅。日本三大車窓のひと
つ。スイッチバック方式を採
用。ホームからは棚田と善光寺
平が見渡せ、眼下には本線を通
過する特急電車なども見られる

日本の歴史・文化の中に
根ざした人と自然が
作り上げた文化財

かむり き

姨捨 S.A.

長野県千曲市北西部の八幡・羽尾
地区にある「姨捨の棚田」。眼下に豊
かに水をたたえた千曲川 が 流 れ 、 そ
の先に善光寺平が広がる 雄 大 な 景 色
が特徴の棚田です。背後 に は 和 歌 に

みつ みね さん

長野自動車道
上り/松本方面
第
２回 姨 捨 の 棚
田 フ ォスマー
ト トIC
コ ン テ スト

きょうだいさん

市街地や観光地に近く、アクセス
雄大な景色のなかで、
が容易なのが姨捨の棚田の魅力のひ
水と土と太陽と作り手に
とつ。写真愛好家もこの独特の景色
育まれた姨捨の棚田米
を撮影しに数多く訪れます。観光客
を案内するのが、千曲市ボランティ
姨捨の棚田のお米は、粒がそろい
らく ち かい
アガイド
「楽知会」
事務局長・亀山正
甘味が充実しています。その美味し
明さんです。
さは、日本穀物検定協会の食味最高
評価（特 ）に認定されるほど。しか
し、急斜面にある棚田は耕作条件が
厳しく、一部は放棄され荒廃化して
いるケースも。こうした農地の復興
と、姨捨の棚田の保全を目的に、６
つの耕作支援団体が活動しています。
「名月会」の会長・森正文さんは「私
は姨捨の棚田ほど眺望の素晴らしい
棚田はほかにないと思います。畑仕
事の途中に一服するため畦に座って
景色を眺めていると、天下を取った
ような雄大な気持ちになります」と
話してくれました。
楽知会・亀山 正明さん

「ツアーは棚田の上部にあるＪ Ｒ篠
ノ 井 線 姨 捨 駅 か ら ス タ ー ト し ま す。
今や数少ないスイッチバック方式を
擁する駅です。さらに、ホームから
望む棚田と善光寺平の風景は、日本
三大車窓のひとつに数えられ、姨捨
の棚田への交通手段そのものが観光
の 目 玉 と な っ て い ま す」
。駅周辺か
らスタートしたツアーは次第に棚田

あんきょ

「篠ノ井線で仕事がしたかった」

第２回姨捨の棚田フォトコンテスト 準グランプリ
畠山敏郎
電車でのアクセス
JR篠ノ井線 姨捨駅より 徒歩10分
しなの鉄道 屋代駅より 車で15分

の な か へ。
「棚 田 の 斜 面 は 三 峰 山 か
らの地すべりによって形成され、粘
土 質 の 強 い 土 壌 で す。 田 面 下 層 に

大池踏切

〝ガニセ”
と呼ばれる暗渠を設け、水
はけを良くする工夫をしています」

JR篠ノ井線

詠まれた冠 着 山 が迫り、 棚 田 の 向 か
いには中秋の名月のころ 、 山 頂 の 窪
みにかかる月の様子が、 ま る で 鏡 台

姫城跡
葛尾城跡
五里ヶ峰

鏡台山

四阿山
根子山

姪石地区

姨捨観光会館
お食事処では、うどん、
おやき、そばなどが食
べられる。姨捨を紹介
する文学館も併設
【姨捨の棚田のお問い合わせ】
千曲市経済部農林課
Tel：026-273-1111
（棚田オーナー制度）
千曲市経済部観光課
Tel：026-275-1753
（観光一般）
姨捨観光会館
Tel：026-273-4170
（会館利用方法）

全受賞作品は「日本フォトコンテスト協会」のHPで発表
されています。また、2017年春号の
『フォトコンライフ』
付録DVDにも収録されています。
長野県千曲市上山田温泉4丁目15番地1 千曲市役所上山田庁舎
Tel:026-273-1111 Fax:026-274-3645

大峰山

有明山

森将軍塚古墳
妻女山

国の名勝指定地にもなり、今もなお情緒あふれる棚田が広がる姨
捨駅。その写真を集めた「姨捨の棚田フォトコンテスト」が2016年
も開催されました。

千曲市姨捨棚田農都 共 生協議会

グランプリ

「姨捨山初冠雪」 祢津 司

ち くま し おばすてたな だ のう と きょうせい

「三大名月」とうたわれる、山ぎわに浮かぶ満月。棚
田に点々と輝く灯りは、秋の散策シーズンのため
に設置されたフットライト

大正橋
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小栗山 秀男
車で３分
車でのアクセス
長野自動車道 更埴I.C.より 車で15分
長野自動車道 姨捨SA（スマートIC）より
戸倉上山田温泉より 車で15分

一本松踏切
桜清水
聖高原
至

展望館
しだれ桜

姨捨駅
←篠ノ井

仮設

姪石苑

眺望コース

川
猫目月夜亭
姨捨公園

更
ショートコース

あづまや 仮設

級
ねこ め つき よ てい

しだれ梅

宝ヶ池
姨石
50台

銀の羊

観音堂

姪石
30台

「名月会」の会長・森正文さん
（写真右）
と渡辺すみ子さん

棚田
雲井橋
名勝 長楽寺地区

月見堂
姨捨観光会館

名勝 上姪石地区

小袋石

A

田毎
田毎観音

姨捨の棚田にはたくさんの撮
影ポイントがあります。姨捨
駅と姨捨観光会館を結ぶ棚田
の真ん中を歩く眺望コースが
おすすめです。

桂の木
長楽寺本堂
甥石

一重山

善光寺

やしろ

冠着橋
曲 川
千
平和橋
千曲橋

武水別神社

とぐら

しなの鉄道
ちくま

国道18号線
北陸新幹線

キティパーク
宮坂峠
長野

←篠ノ井

新雲井橋

名勝 四十八枚田地区

2211

のように見えることから 鏡 台 山 と 呼
ばれる風流な名前が付け ら れ た 山 が
臨めます。

姨 捨の棚田フォトウォーキング

下り/長野方面

「棚田の田植え」

第２回姨捨の棚田フォトコンテスト 準グランプリ

《 東京の公園で人や自然とのふれあい 》

第1回 東京都公園協会
公園フォトコンテスト

審査委員
平嶋彰彦

写真家、編集者。共著に『昭和
二十年東京地図』、
『フォトコンラ
イフ』編集委員。

奈良 巧

結果発表

雑誌記者、カメラマン、編集者と
して活動。季刊『フォトコンライ
フ』で
「奈良巧カメラ」
を連載中。

都会にいながら、のどかな自然を感じさせてくれる公園や庭園。
ふだんは気づかなくても、人々に癒しを与えてくれる公園や庭園の魅力を、入賞作品は伝えてくれます。

グランプリ

「入浴中」
岡野 明さん

東大和南公園（東大和市）

平嶋 あたたかいまなざしが効いている
東京には写真のように落ち葉が積もっている所が
少ないので、武蔵野の公園ならではの雰囲気がで
ています。子どもの表情が活き活きとしていて、
子ども達へのまなざしの暖かみが伝わってきます。
奈良 子どもの動きをすかさずとらえる
落ち葉のお風呂で
「入浴中」
のタイトルがいいです
ね。気温が下がっても落ち葉に入ると温かいぞと
いう感覚は今どきめずらしい。機材がカシオのカ
メラとあるので、気軽に手持ちで撮ったことが推
察されますが、楽しそうで躍動感が伝わる作品に
なりました。

特選

「おねだり」
能登正俊さん

「初秋の朝」
中平祐子さん

舎人公園（足立区）

小金井公園（小金井市）

「大人も子供も紅葉狩り」

「燃える
（メタセコイア）
」

岡本洋三さん

佐々木隆庸さん

「紫日傘の母娘」
中村猛さん

向島百花園（墨田区）

六義園（文京区）

四季折々の自然の美しさ、公園でくつろぐ人、楽しそうに遊ぶ子ども
達の笑顔など、多くの魅力な場面を入賞作品から見ることができま
した。都内には、
まだまだ素敵な公園や庭園がたくさんあります。公
益財団法人東京都公園協会のHPでは、都内の公園を場所や目的から
探すことができますので、利用してみてはいかがでしょうか。
公園に行きたくなるサイト「公園へ行こう！」
https://www.tokyo-park.or.jp/

水元公園（葛飾区）

作品から「自然が好き」が伝わってきた ―審査委員総評
平嶋
東京にこんなに自然が残っている。訪れる
人も、撮っている人も公園が大好きなのが
伝わってきました。作品の水準がたいへん
高かったことに感心しました。

奈良
全体に選び応えがありました。家族のふれ
あい、躍動感など、東京の公園なのにここ
まで奥が深い！ 首都ならではの作品が集
まりました。
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