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。

今号の募集
P.2― ――― Facebook
「PCC―全国交流グループ」
―
メンバー
（PCC会員限定）
P.11― ―― ハクバ「GW-PRO―“RED”―バックパック―リアゲート―L」
―
と
「くびの負担がZEROフック」のセット
P.40― ―― マンション大規模修繕工事
―
マンションお色直しフォトコンテスト
P.41― ――「JAPAN―PHOTO」
2019春夏フォトコンテスト

上の写真

「春爛漫」

表紙の写真

「花びら」

中村敏郎さん（奈良県）

西田太郎さん（奈良県）

かつて花卉栽培がおこなわれていた山
里の村。過疎化で人はほとんど住んで
いませんが、畑の花だけは季節が来る
と咲き続けます。私のお気に入りの場
所です。

時々花びらが舞う中、鼻に花びらを付
けた鹿が現れました。人が多くて望遠
では撮りづらかったですが 、バックに
気をつけながら、ひらひらと舞ったと
ころを撮りました。

①キヤノン EOS M3、②タムロン 18-200mm、
③F7.1、④1/125秒、⑤ISO100、⑦三脚使用あ
り、⑧奈良県吉野郡下市町、⑨2018.04.12

①キヤノン EOS7D markⅡ、②EF300F4L IS、
③F4、④1/1000秒、⑤ISO800、
⑧奈良県奈良市：奈良公園、⑨2017.04.04

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
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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、⑦三脚使用、⑧撮影地、⑨撮影日

「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まが出会い、
情報を交換し、楽しく交流するコミ
ュニティです。

PCC会員 桐山 登さん

「夢桜」
当日は、水中で桜が咲いているような表情を撮
りたくて、幹・枝の配置、流れ来る花びら止めて
表現できるよう注意しました。また、夢の中で
咲く桜を「in my image」
で色温度を設定してシ
ャッターを切りました。

桐山 登

（きりやま・のぼる）
①ニコン D300、②ニコン18－200㎜ 3.5～5.6VR、③F8、④1/125秒、
⑤ISO100、⑧千葉県柏市今井、⑨2015.04.06

カメラ歴は8年。最近は、風景をメインに撮影していま
す。自宅から一時間以内での撮影が多いです。

PCCの仲間同士で“いいね！”
「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」
に参加されている方の
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
「グループに参加」をク
リック。
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（PCC 会員限定）
PCC 全国交流グループ

〈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

米国首都・ワシントン・コロン
ビア特別区。ポトマック河畔
には、日米友好を記念して日
本から送られた約2,000本もの
桜並木があり、毎年春になる
と全米最大規模の桜祭り「ナ
ショナル・チェリーブロッサ
ム・フェスティバル」
が開催さ
れる。ここには推定150万も
の人々が訪れ、
満開の桜の下、
打ち上げ花火をはじめマーチ
ングバンドの演奏にあわせて
チアリーディングが登場する
パレード等、アメリカならで
はのお花見を楽しむことがで
きる。

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2019年2月号
http://www.nationalgeographic.jp

B. ANTHONY STEWART/National Geographic Creative

5

春の自然をフォトインストラクターと一緒に撮影しませんか？→p.24〜30
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PCC 会員が捉えた春

写真の力
写真から伝わる温度

「 桃 色の散 歩 道 」
竹田未来さん（東京都）
阿智村の丘の上から300mmでこの場所を撮影。
見上げた時より高所から見下ろすほうが花桃の
ピンク色が色鮮やかに見え感動しました。また
今年も会いにいきます！
①キヤノン EOS 6D、②タムロン 28-300mm F/3.56.3 Di VC PZD A010、③F6.3、④1/320秒、
⑤ISO160、⑧長野県阿智村、⑨2018.04.23

花が咲き、人や生き物も活発に動きはじめる春。日本中を華やかに染めてく
れる草花は、私たちを温かな気持ちにしてくれます。春を迎えた人々の写真
からは、
うららかな様子が伝わってくるようです。

「こっちだよ」
遠藤美香さん（東京都）
満開の桜の下でママをめがけて走ってくる娘を連
写で撮りました。声をかけたら元気いっぱいに向
かってくる姿には笑顔が溢れています。一緒に遊
びながら、そして楽しみながらシャッターを押し
ました。
①キヤノン EOS Kiss X5、②望遠109ｍｍ、③F5.6、
④1/200秒、⑤ISO640、⑧東京都江東区：木場公園、
⑨2018.04.01
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撮影（カメラ）
ポジションを変えてみる

2

た写真は生態写真的でイメージ

近づいて撮っても、でき上がっ

ば、綺麗な花を花壇いっぱいに

変えるだけで変わります。例え

いる場所やカメラの位置を少し

撮りたいものの見え方は、今

いて切り撮る必要がある単焦点

な写真を撮るには、自分から動

るので便利ですが、より印象的

アップで撮れ、画角を変えられ

は、撮影ポジションを変えずに

分かるでしょう。ズームレンズ

てみます。見え方が変わるのが

ーを覗き、自ら動いてカメラア

とは程遠い一枚だった、なんて

印象的（主観的）な写真を撮る

ングルを変えながら、ベストポ

レンズもおすすめ。ファインダ

には、今自分のいる場所を少し

ジションを見つけて印象的な写

ことはありませんか？

前後左右に移動したり低い位置

真を撮りましょう。

低い位置から見上げる
ように撮ると茎が目立
つので、赤い花を前ボ
ケにして目立たなくし
ています。
①ソニーα77、
②70-400mm（35ミリ
換 算600mmで 撮 影）
、
③F9.5、④1/90秒、
⑤ISO100、⑥±0

からファインダーを覗いたりし

チューリップの雌しべと
花びらをデザイン的に撮
るために、マクロレンズ
で俯瞰撮影しています。
①ソニーα99、
②シグマ180mmマクロ、
③F5.6、④1/200秒、
⑤ISO100、⑥＋0.3

ココが
ポイント

1

構図とは、撮りたいものを見

つけ、それを効果的に表現する

方法です。縦位置構図・横位置

構図や日の丸構図など数々のお

手本構図がありますが、その真

撮

似をするだけでなく、どうすれ

ばもっと素敵に写せるか？

りたいものをどう切り撮ればい

いか？ と構図を考えて撮るこ

とが大切です。

構図を意識して撮った写真は

隅々まで整理され、伝えたいこ

とが明確に表現されているはず

です。自分の感性に合う構図を

見つけてください。それが撮る

人の個性であり、写真を楽しく

してくれるでしょう。

わせ、主役とレンズの間にボカ

ントが合い難い場合があるので、

主役を引き立てるために前後

レンズ、距離の三つの要素を組

手動
（ＭＦ）
でピントを合わせま

したい被写体が入るように撮り

み合わせて作り出します。具体

す。ボケの効果は、プレビュー

をボカした演出のことを
「ボケ」

的 に は、 絞 り は 開 放（絞 り の 数

ボタンでファインダーからすぐ

といいます。このボケは、絞り、 ます。前ボケでは、ＡＦでのピ

字 が 小 さ い）近 く に し て、 レ ン

絞りやレンズの焦点距離など

に確認できます。

を遠くにします。そうすると、

を変えながら、イメージに合っ

ズは望遠系を使い、主役の背景

主役の背景がボケた「後ボケ」写

川瀬陽一先生と撮影しながら学べる講座は→P.24 〜 31

たボケを演出して撮りましょう。
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真が撮れます。

広いお花畑をF22まで
絞り込んで撮ると、
手前
から奥までピントが合
い、
たくさん咲いている
のを表現できます。
①ソニーα99、
②シグマ180mmマク
ロ、③F22、④1/90秒、
⑤ISO100、⑥-1.0

「前ボケ」は、主役にピント合

美しいチューリップを見
つけてF2.8開放で撮る
と、前後が綺麗にボケ
て主役を引き立てます。
①ソニーα99、
②シグマ180mmマクロ、
③F2.8、④1/6000秒、
⑤ISO100、⑥-1.0

構図を変えてみる

3

ココが
ポイント

【感動写真。とっておき３ポイント】

ボケを生かして撮る

ココが
ポイント

脱マンネリ ！
春のチューリップ撮影

真っ赤なチューリップ畑の中で綺麗な群生の部分を切り撮ることで生き生きとした姿が感じられます。（写真は全て京都府立植物園で撮影）
①ソニーα550、②18-200mm(35mm換算300mmで撮影)、③F5.6、④1/750秒、⑤ISO200、⑥±0.0

ナビゲーター

川瀬 陽一

フォトインストラクター
花びらと茎を画面を、３つに分けて被写体を配置
する
「三分割構図」
で撮り、花びらを強調しました。
①ソニーα550、
②18-200mm(35mm換算300mmで撮影)、
③ F5.6、④1/1000秒、⑤ISO200、⑥±0.0

チューリップの群生を、同じものをたくさん配置する
「パ
ターン構図」
で撮り、広がりや奥行き感を表現しました。
①ミノルタα-807si、
②80-200mm(100mmで撮影)、③F2.8、
④1/750秒、⑤ISO100、⑥±0

感動の一瞬を如何に表現す
るか、悩んだ時に出会った
のが『徳光流・いきいき写真道場』
。この本の教え「なに
を！！どう撮るか？」
を心に、
様々な情景の千載一遇の出
会いに感動し、ファインダーを覗きシャッターをきる。

〈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露出補正
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思い出をつくる道具たち
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川合麻紀さん

写真家・

背面アクセス構造で、
機材収納力が抜群のバックパック
写真家にとって、カメラバッグはとても大事なツール。
機材収納力はもちろん、扱いやすさや耐久性など、
すべての条件をクリアしなければ、愛用のアイテムにはなりえません。
今回は、プロのニーズにこたえて開発された
「ハクバ バックパックリアゲート L」を紹介します。

くびの負担がZEROフック
バックパックにフック状の部品を装着。そ
こにカメラストラップをかければ、首にか
かるカメラの重みがゼロになります。

●レンズ
③RF35mm F1.8 MACRO IS STM
④EF24-105mm F4 L IS USM
⑤EF16-35mm F4L IS USM
⑥EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
⑦ヘリオス-33 35mm F2
⑧メイヤーオプティックゴルリッツ
トリオプラン100mm F2.8（キャップのみキヤノン）
⑨レンズベビーツイスト60
⑩レンズベビー コンポーザープロ スウィート50

「天使が舞い降りるとき」 バラの花に、夕方の光が作り出す盛大なフレアやゴーストと、流れるような丸ボケを組み合わせてみました。撮るものによって、レンズは性能
がいいものが良い場合と、描写が面白ければ良い場合がありますので、使い分けると楽しいですね。
①キヤノン EOS7D Mark II、②レンズベビーコンポーザープロスイート50、③絞り優先 F4、④1/750秒、⑤ISO200、⑥＋0.5

SGWPR-BPL GW-PRO“RED”バックパック リアゲート L

カメラバッグを
自分仕様にアレンジ

カメラのキタムラネットショップ
（税込）
参考価格 22,950 円

「カメラバッグは一つのものを使いまわすの
ではなく、撮影の目的や機材の量に合わせ
て、いくつかの大きさのものを使い分ける
のが理想。また、中仕切板の位置を変えた
り、別売りのインナーソフトボックス（カメ
ラやレンズを守るクッションケース）など
を併用すれば、さらに使いやすい自分仕様
のカメラバッグにカスタマイズできます」

下記QRコードを読み取り、
アンケートにお答えのうえご応募ください

レンズ

❸

❾

❽

⑩
⑬

外寸法：W310×H500×D250mm
重量：約2,200g
材質：ポリエステル
付属品：レインカバー

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.47)
"RED"バックパック リアゲートLプレゼント係あてにご応募ください。
①PCC会員番号、氏名
②おすすめ撮影地
③PCC、
『フォトライフ四季』の感想
④スマートフォンを使っているか、使っていないか
⑤スマートフォンを使っていない場合の理由

⑫

取り外し可能なPCインナーケース、
両サイドからアクセス可能な前面ポケ
ットなどを装備。内蔵された三脚ホル
ダーによって重い三脚もバランスよく
取り付けられます。

《2019年5月31日必着》

川 合さんにカメラバッグ選 び

のポイントを伺いました。

「 最 初にチェックするのは収 納

容量。必要な撮影機材はもちろ

ん、上着なども入るように、余

裕のある大きさのものを選びま

す。ペットボトルや 傘 などを入

れるサイドポケットもあると便

利ですね。実は私、雨女なので、

雨具は欠かせないんですよ（笑）
」
。

次に構造面では、背面側が大

きく開くということ。

「私の場合、バッグを下ろして

レンズ交換することが多いので、

バッグを開いたときに中が全部

見えて、出し入れが簡単なのも

大事なポイントです。背面アク

セス構造だと、バッグを床や地

面に置いたときに、背中に接す

る部分が汚れずにすみます」
。

川合さんがレンズをたくさん

用意するのには理由があります。

「同じ場所で撮影していても、

レンズの焦点距離が変わるだけ

で写真の印象は大きく変わるん

ですよ。だから面倒でもレンズ

交換を頻繁にするように心がけ

ています」
。

もう一つの理由は…

「 最 近、 私、
“クセ玉”と呼ば

れ る 中 古 の オ ー ル ド レ ン ズ（ フ

ィルムカメラで使われていた昔

の レ ン ズ ）や レ ン ズ ベ ビ ー（ 独

特のボケ味が楽しめるマニュア

ルレンズ）にハマっているんで

す。撮影ではこれらのレンズを

たくさん持参するので、カメラ

ほかにもいろいろな旬の情報をご紹介！

背中側が大きく開く
メリットとは？

PCCへの入会は→P.48

バッグは大きくてしっかりとし

〈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露出補正

❼

❻

GW-PRO“RED”
バックパック リアゲート L

②官製はがきでのご応募

たものが必要になるんです」
。

2

カメラストラップを
バックパックに装着

カメラボディを 台持ちする

1

こともあるという川合さん。そ

んなときは 台を首にかけたま

ま移動することがあるのだとか。

「首への負担を軽くするために

いろいろなストラップを試した

んですけど、バックパックに装

着する“くびの負担がＺＥＲＯ

フック”があれば、悩みは解消。

11

うん、これは画期的なアイテム

企業の写真撮影部門勤務後、
独 立。
「彩り写 真 家 」として
様々な被写体を独特の色彩感
覚 で 切り取る。 女 性 限 定 写
真教室Atelier Kawaiiphoto、
EOS学園、クラブツーリズム、
NHK等TVなどでの講師実績、
個展やグループ展などでの作
品発表多数。書籍「露出を身
につければ写真が変わる! 光
と色の撮り方教室
（朝日新聞
出版）
」など。公益社団法人
日本写真家協会、公益社団法
人日本写真協会会員。

かもしれません」
。

（かわい・まき）

❷

❹

ハクバ写真産業株式会社

PCC会員限定抽選で１名様にプレゼント！
①QRコードからご応募

⑪

❺

＊最新の価格はネットショップでご確認ください

※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。

川合麻紀

今 回 のPCC会 員 限 定 抽 選 プ レ ゼ ン ト は、
「GW-PRO“RED” バックパック リアゲ
ート L」に、
「くびの負担がZEROフック」
をセットでお付けした大サービスです！
みなさまふるってご応募くださいね。

背面アクセス構造によるセキュリティ面と、機材収納力に優れたバックパック。
「くびの負担がZEROフック」の取り付け口も付いています。

❶

●その他
⑪コントロールリングマウントアダプター
EF-EOS R
⑫ベルボン アンブレラクランプ UC-6
⑬くびの負担がZEROフック

収納物に合わせてカスタマイズ可能

プロの金言

川合さん愛用のアイテム

●ボディ
①キヤノンEOS R
②キヤノンEOS Kiss M

YKK×HAKUBA 共同企画商品

→P.34 〜 37
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しっかりとメンテナン
スができた後の保管方法
も 大 切 で す。 カ メ ラ バ ッ
グなどに戻すのではな
く、 ド ラ イ ボ ッ ク ス に
保 管 し ま す。 専 用 の ド ラ
イボックスがベストです
が、 機 材 が そ れ ほ ど 多 く
な い 場 合 は、 コ ン パ ク ト
な簡易ドライボックスが
％を保つ専用の

便 利 で す。 カ メ ラ に 最 適
な湿度

乾燥剤を合わせて使用し
ま す。 し っ か り と し た メ
ン テ ナ ン ス を し て、 素 敵

野外でのレンズ交換の際には、センサーに埃が付着しやすい状態になります。せ
っかくの作品にセンサー汚れが写り込んでしまいます。

みなさんは普段、カメラやレンズをどのようにお手入れ、保管していますか？
もしかしたら、機材によくない方法で行っているかも……。

埃清掃が重要です。セン

カメラは、センサーの
ックして埃の付着の有無

影し、画像データをチェ

って絞り込んでテスト撮

クリーニングキット

ハクバ DSLR ボディブラシ M

参考価格 ￥602（税込）

ケンコー デジタル レンズクロス Mサイズ

そんな方のために、今回はカメラ・レンズのメンテナンスと保管方法をまとめてみました。

カメラとレンズの
外観 クリーニングを
習慣づける
カメラやレンズを、撮影したカ
メラバッグにそのまま入れっぱな
しにしていませんか。
「カ メ ラ バ
ッグに入れていたら安心」と思い

サーに埃が付着している

を確認しましょう。カメ

ブラシ
参考価格 ￥9,720（税込）

がちですが、これって実は機材に
とってよくないんですよ！
外で撮影したカメラ・レンズに
は、埃や砂、皮脂汚れなどが多く
付着します。これをそのまま放置
すると、カビが発生したり、ゴム
や樹脂部分が劣化したりします。
カメラ・レンズは、最初にブロ
ワーで埃や砂などを吹き飛ばし、
ブラシを使って細かいところまで
お手入れします。皮脂汚れなどが
気になる場合は、レンズクリーナ
ー液やクリーニングペーパーを使

と、せっかく撮影した作

ラ本体のクリーニング機

ニコン クリーニングキットプロ2 CK-P2
このページで紹介したアイテムは
「カメラのキタムラネットショップ」
で
注文することができます。ぜひご利用くださいね。

参考価格 ￥454（税込））
赤い丸で囲んだ箇所に、黒く埃が写っています。

ハイテククロス

お客さま なんでも相談室

って拭き取りましょう。日頃から

品にも影響が出てしまい

能があれば、まずは最初

クリーニングペーパー
※最新の売価はネットショップでご確認ください。

しっかりとメンテナンスをするこ

ます。特にミラーレスカ

に活用しましょう。それ

方法やちょっとしたテクニックまでご満足

とが大切です。

メラは、センサー前のミ

でも汚れが取れない場合

参考価格 ￥2,138（税込）
いただけるアドバイスも行っています。

センサーの清掃も忘れずに

ラーがないため、センサ

は、ブロワーで埃を飛ば

と経験を活かして使い方だけでなく、撮影

内部

ーに埃が付着しやすい構

ケンコー KSBS-R
なんでも相談室に勤務し、毎日お客さまか

ケンコー 激落ち カメラレンズクリーナー

050-3116-8888

受付時間10：00～20：00 年中無休

して黒い点が映り込まな

しています。カメラ専門店ならではの知識

造になっています。

ハクバ ドライボックスNEO
5.5Lクリア KMC-36
参考価格 ￥1,728（税込）

くなるまで繰り返して清
掃しましょう。

ハクバ 強力乾燥剤 キングドライ
参考価格 ￥810（税込）

乾燥剤

埃清掃をするときはま

ドライボックス

シリコンブロワーショートノズル
照明や空などを撮影して確認します。

ら寄せられる質問や疑問に丁寧にお答え

野外での撮影は、砂や埃などがいっぱいです。撮影後の機材のお手入れは必須です。

ず、明るく白い場所を使

答えて
カメラの達人
くれた人

！
道 具 はコレ！
カメラ・レンズのメンテナンスに必要な道具をご紹介します。

カメラ・レンズのメンテナンス

清掃後の保管にも気を配る

12
ほかにもお買い得な商品や情報がたくさん。PCCの賛助企業や団体のみなさまからのご提出です→P.40～43

13

な写真ライフを楽しみま
しょう！

防湿庫

ハクバ KED-60 電子制御式防湿庫
E-ドライボックス 60L
参考価格 ￥21,879（税込）

参考価格 ￥422（税込）

ブロワー
おのさん
カメラのキタムラ なんでも相談室

検索
カメラのキタムラ
http://www.kitamura.jp

40

思い出づくり
相談室
知っ得情
報

ページ／１６

ペ ー ジ ／ １９
ページ／３

ページ／ １９ ４４円

写真を共有するなら
フォトブック

フォトジンは、スマホで撮った写真もすぐにフォトブックに残せるお手軽フォトブックです。

春は、卒 業・入 学 など、思い出の写 真をた
くさん撮る時期ですね。みなさんは、どの
ように写真を共有していますか？
今 回は、その場で す ぐ 写 真 を共 有で きる

囲気の仕上がりが、人気の秘訣

上昇中のアイテム。柔らかい雰

手軽な写真アルバムとして人気

す。フォトジンは、とってもお

いですよね。

になって手元に届くなんてすご

覚める前に、その日の写真が形

有できるんです。感動や興奮が

参加すれば、すぐにみんなで共

誰かに送りたいと思ったとき、
せたいとき、思い立ったらすぐ

今撮った写真をすぐに誰かに見

フォトジンなら、スマホで撮
に作れるフォトジンで、楽しく

すぐにできるのが嬉しい

だそうですよ。

方法をお教えします。

たくさんの思い出の写真は、
せっかくならみんなで分かち合
いたいですよね。そんなときに

った式典やイベントの写真を、
思い出を共有しませんか？

ぴったりのアイテムが、Ｐｈｏ

その場でスマホから注文できま
り上がること間違い無しです。

フォトジンは、ナチュラルな

http://www.kitamura.jp

す。
す。最短１時間で仕上がるので、

脱・撮りっぱなし
スマホで簡単注文フォトブック

盛

風合いの用紙で、中面も見やす

ブックタイプを選ぶ

その日のうちにお店で受け取れ

①

ページ数を選ぶ

い中綴じホチキス製本のスピー

②

画像を選ぶ

※Webサイトから作れます。注文方法はスマホの他、お店の注文端末機、インターネットで自宅のパソコンからもご注文できます。

ｔｏ ＺＩＮＥ（フォトジン）で

荒牧敬太郎
お好きなPhotoZINEのタイプを選びます。

ます。そのまま式典の二次会に

③

編集する

スピード仕上げで、思い出が新鮮なうちに楽しめます。

ド印刷仕上げのフォトブックで

④

お手軽なサイズ・プライスでプレゼントにも最適です。
貯まる！ 使える！

思い出は 撮った その日に
フォト ブックに

サイズは４種類から選べます。
ページ数も選べるので、使いた
い写真の枚数に合わせて作れま
す。
縦長のスリムタイプ
ページ／９７

■Ｓｌｉｍ Ａ５サイズ（２１０
× １ ０ ０㎜ ）
２円（税込）〜
２０円（税込）
※必要画像数は、５〜３９６画
像まで
× １ ４ ８㎜ ）

■Ｓｌｉｍ Ａ４サイズ（２９７
４４円（税込）〜
２４０円（税込）
※必要画像数は、５〜１１００
画像まで
定番サイズのマガジンタイプ
ペ ー ジ ／ ６ ４ ８ 円（ 税

■ Ａ５ サ イ ズ（ １９ ８ × １３ ８
㎜）
込）〜
（税込）

ページ／３８８８円

ページ／１２９６円

■ Ａ４サ イ ズ（ ２８５ × ２０ ０
㎜）
（税込）
〜
（税込）
※必要画像数は、５〜４０８画
像まで

豊富なデザインをご用意しているので、好きな柄がきっと見つかるはずです。

14
フォトカルチャー倶楽部の撮影イベントで撮影した写真で、PhotoZINEを作ってみませんか？→P.24 ～ 30
フォトカルチャー倶楽部（PCC）会員ならPhotoZINEが10%割引で作れます。P.47

15

24 12

カメラのキタムラ
イメージングシステムマネージャー
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
公益社団法人
日本写真家協会 会員

カメラのキタムラ

思い出を残す
新方法
12
24

ページ数を決めます。
PhotoZINEに載せたい写真を決めます。

写真の配置や並び順、文字入れなどを
変更できます。
納得のいくデザインにまとまったら、
購入手続きへ！

1
36
36

表紙にはタイトルや日にちも入ります。

PhotoZINE は、最短１時間で仕上がるお手軽なフォトブックです。
ふと思い立ったときに、おしゃれなフォトブックがスマホ１台で作れますよ。

思い出シリーズ

12
12

2

今ドキの
思い出の残し方

思い出はプリントに
残して飾ろう
デザイン性の高いテンプレートに、写真を選ぶだけでHappyな 枚に！
デザインコラージュプリントなら、テーマやイベントごとに
複数の画像を使って 枚のプリントにまとめられます。

家族の思い出を
写真スタジオで残す喜び

1

豊富なデザインの中から
お気に入りを選ぼう
デザインコラージュプリント
の魅力は、なんといっても少な
い枚数の写真でもテンプレート

ジカメで撮影した画像でも、お
店の注文端末機やインターネッ
トからも簡単にプリント注文で
きます。

プラスαで飾り方に工夫を
とくにおすすめのサイズは
「Ａ

レームにセットして特別感を演

に組み合わせるだけで簡単に素

フレームや台紙などにセット
出しましょう。フレームをデコ

４サイズ」
と
「２Ｌサイズ」
です。

してお部屋に飾るのもいいです
レーションすると、世界に１つ

敵な１枚のプリントにまとめら

し、ご友人への贈り物にもおす
だけのフレームができますよ。

Ａ４サイズなら、オシャレにフ

すめのプリントです。さまざま

れます。

なシーンに合うようにテンプレ

（シ
２Ｌサイズなら「 Shacolla
ャコラ）
」
で仕上げてはいかがで

種類

デザインコラージュを作ると

学のテンプレートもあります。

ーズンにぴったりの、卒業・修

ご用意しています。この春のシ

ので、気分に合わせてレイアウ

ネルです。貼りなおしもできる

写真を貼って、飾れるフォトパ

もテープも接着剤もつかわずに

しょうか？

ートのデザインも全部で

きのコツは、使ってみたいテン
トを変えられますよ。

シャコラは、画鋲

プレートの必要画像数よりも少
し多めの画像を用意すること。
使える画像数は決まっているの
ですが、写真を実際のテンプレ
ートに入れてみながら画像を入
れ替えて、全体的なバランスを
確認して作ってみてくださいね。
デザインコラージュプリント
は、スマホで撮った写真で、そ
のままスマホから簡単に注文す
ることができます。もちろんデ

春は、出会いと別れの時期。

が外せませんよね。卒園・卒業

制服やランドセル姿のショット

入園・入学の記念撮影では、

すめです。お気に入りの１着を

をくすぐる衣装での撮影もおす

タキシードなど、お子さまの心

にお着替えできます。ドレスや

着替え放題なので、色々な衣装

どの店舗でも、衣装は何着でも

装もたくさんご用意しています。

話で受け付けています。ネット

撮影のご予約は、ネットと電

の気分もアップしますよ。

服に袖を通せるので、お子さま

また、入園・入学前に新しい制

り余裕を持って撮影できます。

時間を気にすることなくゆった

ン最盛期前にご予約いただくと、

スタジオマリオで、お子さまの成長を写真に残しませんか。

なら、証書を持った姿での１枚

みつけて、記念撮影を楽しい思

無料で着替え放題だから
お好きな衣装が選べる

も残しておきたいところです。

い出にしてくださいね。

からなら、 時間受け付けてい

スタジオマリオは、小道具の持
ち込みＯＫなので、記念品など
と一緒に写真が残せます。思い

ちょっと早めの予約で
心ゆくまで撮影
撮影日の予約で悩んでいる方

出の品をぜひお持ちください。
そして、スタジオマリオと言

ますので、思い立ったらその場
でご予約いただけます。また、
スタジオの予約状況をカレン
ダーで確認することもできるの
で、ご活用くださいね。

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。→P.47

17

におすすめなのが、ちょっと早

スタジオマリオ

24

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！

40

えば「着替え放題」
のサービスで

卒園・卒業の撮影もお忘れなく！

PCC会員なら、記念日スタジオ
「スタジオマリオ」
で
の撮影料やお写真代の合計金額より10％ OFF
（他の
割引との併用は不可）
http://www.studio-mario.jp

Shacolla（シャコラ）BOXタイプ Lサイズ 1058
円
（税込）
。立体的なフォトパネルです。

1

デザインによって画像の必要枚数
が変動します。
（写真はデザイン例
の一部です）

めの
「先取り撮影」
です。シーズ

ご家族で撮影するのもおすすめです。

卒業イベントやその他さまざまなテンプレートが
充実です。（全40種類）
桜やチューリップ、菜の花など、撮影小物もたくさんございます。
スタジオマリオのスタッフがヘアメイクを担当します。

入学の写真にぴったりのテンプレートのご用意もあります。
（デザインコラ
ージュプリント）

す。各店舗に、オリジナルの衣

こんなメッセージが
届いています！

思い出シリーズ

※衣装、背景、撮影小物は店舗により異なります。
※画像等の無断転載、無断使用はご遠慮ください。

過去を振り返るためだけでなく
思い出を「未来」
の糧として
私たちは何のために思い出を記録する営みを日々続けているのでしょう。
この瞬間をいつまでも覚えておきたいから、単なる習慣だから…？

ツールを使って、子どもをほめ、

とも身近で簡単な「写真」という

見える「モノ」や「形」にするもっ

与えてくれます。思い出を目に

り研究所」にも、大きなヒントを

ェクト」は、私たち「思い出づく

前号で紹介した「ほめ写プロジ

を幸福にする」ということ、そし

います。その前提は「思い出は人

かに活用するか に つ い て 考 え て

真の力をもっと 知 り 、 そ れ を い

ことを前提にし て 、 私 た ち は 写

や身体の健康に 貢 献 す る と い う

ちの健全な成長 や 、 人 間 の 精 神

このように、 写 真 が 子 ど も た

レスの低減効果 が 実 証 さ れ て い

るときに、脳や 身 体 の 中 で ス ト

ら行う
「思い出のメンテナンス」
。

と一緒にそれらの写真を見なが

けではなく、必要なのは子ども

もちろん、単に写真を撮るだ

を創ることと同義語です。

ちに与えることは、まさに未来

された多くの思い出を子どもた

だとすれば、自己肯定感に満た

結んだ点の先に見えるのが未来

とができます。過去から現在を

地点にいる実感を十分に持つこ

〝証明〞
があってこそ、今という

の主観と客観を通して得られる

きたいと考えています。

れをこれからさらに実証してい

て
「思い出」
がどう役立つか、そ

す。それぞれの人の未来にとっ

高齢者にとっても未来はありま

ん。子どもたちだけではなく、

ることの大切さにほかなりませ

れている」
というメッセージを送

守られながら人間として認めら

実は
「思い出」が未来のために必要だからではないでしょうか。

その自己肯定感を高めてあげよ
て思い出はただ 単 に 過 去 を 懐 か
つまり、写真だけでは得られな

るのです。

うという試みは、実は写真の持
しむためだけの も の で は な く 、
い情報を
「読み聞かせ」
のように

思い出は人を幸福にする、
という仮説

つ本質的な力と深く関わってい
実は未来を生き て い く た め に 必

私たちは自分が写っている写

るからです。
真を眺めるとき、ほとんどの人
が懐かしさと心地よさを感じる
といわれています。脳科学の研
ます。
るのも、子どもたちに写真を通

「ほめ写プロジェクト」
が提唱す

人間は、自分 は 何 者 な の か 、

親子で行う
「思い出メンテ」
の大切さ

ムや美しい写真、また自分が興
して
「君たちは愛すべき人々に見

究でも、楽しく懐かしいアルバ

あげることが大人の務めと言え

肉声で定期的に補足・修正して

板見浩史

要なものなので は な い か 、 と い

PCC理事／思い出づくり研究所研究員

う仮説を立てて い ま す 。

思い出づくり
研究所

という出生から 現 在 に 至 る ま で

思い出づくり研究所発の
『思い出を考える本』
が好評発売中です。

■「思い出」が未来にどう役立つかを実証していく必要
がある

3

味のある対象の写真を眺めてい

■写真を見ながら、写真だけでは得られない情報を肉
声で補足・修正する「思い出メンテナンス」が重要

シンクタンクで、早稲田大学の
大野髙裕教授を所長に、思い出
の残し方について調査、
考察、
分
析をし、その重要性を発信して
いく研究所です。

■人間は、
自分が写っている写真を眺めるとき、
懐かしさ
と心地よさを感じる

思い出 思い出づくり研究所とは
づくり
「思い出づくり研究所」
とは、フ
研究所
ォトカルチャー倶楽部
（PCC）
の

まとめ

フォトエディター。写真関係者で作る俳句会
「一滴
会」同人。公益財団法人 日本写真協会
（PSJ）
顧問。
一般社団法人 日本フォトコンテスト協会代表理事。
さまざまな写真賞やコンテスト審査も担当。
親子での
「思い出メンテ」
は子どもの自己肯定感の向上に役立つ。

思い出シリーズ
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コラージュプリントでお子さまの写真をおしゃれにまとめませんか。→P.16

１年間一緒に写真を楽しむ仲間と出会える

PCC 写真部 部員募集中！

雑 食 系 撮 影 ク ラ ブ

活動レポート

みんなで新しい写真体験を !

ハッピー写真部【神奈川・静岡】

「みんなで新しい写真体験を！」は PCC のスローガン。
その言葉通り、12 ヶ月に 12 回、
12 種類の
被写体や撮り方を体験するのが PCC 写真部です。
写真部ならではの撮影を楽しみました。

北関東満喫写真部【栃木】
ナビゲーター

ナビゲーター

早川幸夫

桜田文洋

10・11 月のPCC Blog レポート

［2018.10.27］迫力満点！ 疾走する馬を激写

さいぽん写真部

［東京］

ナビゲーター／斎藤志津代

こんなふうに
撮れました

スピードのある被写体に挑戦！
近くて遠い、一人だとなかなかいかない競馬場。今回参加のみ
なさまも、
「競馬場は初めて！」の方がほとんどでした。競馬場
内は、翌日は天皇賞ということもありとても華やかなムード♪
まずはパドックでウォーミングアップし、いざメインステージへ！
「世の中こんなに望遠レンズを持っている人がいるのか？」と
思うほど、ずらーーーっとすごいカメラとレンズが並んでいる中、
空いている場所を探して各自撮影に挑みました。シャッタース
ピード優先の確認はしたものの、やはり疾走する馬は早い！！！

3月30日（土）「主役は私」樹齢130年の枝垂れ桜 御殿場秩父宮記念公園
4月27日（土） 茶摘み風景を攻略 日本平
5月25日（土）「綺麗なボケ」でバラをアートに 熱海アカオ・ローズガーデン
6月15日（土）「フレーミング」で写真が変わる！小田原城と梅雨の花 小田原城

３月９日（土） 珍しい生物たちのお出迎え

真岡花ちょう遊館

7月15日（月・祝） 夕暮れのお祭りをダイナミックに！ 熱海海岸通り
8月10日（土）予定 「光と色」でひまわりを明るく夏らしく！ 座間市内
9月28日（土） これで「星撮影」を克服 熱海付近予定
10月19日（土） 個性豊かに、秋のすすきを美しくしなやかに 箱根仙石原
11月9日（土）「よさこい」 踊り子の艶やかな熱気を切り取る 沼津市内
12月15日（日） 事前講座バッチリ！冬の花火撮影 熱海市内
［2020年］
1月11日または18日 関東最大級の火祭り「大磯左義長」 大磯北浜海岸
2月22日（土） 1年を振り返る 熱海市内会議室

イベント開催日 ナイトバルーン満喫 渡良瀬遊水地
５月11日（土） 清涼散策奇勝と水流 日光市
６月15日（土） 梅雨にお似合い紫陽花 幸手市権現堂
花火開催日 大迫力小山花火大会 小山市
８月18日（日） トリミングとプリント 栃木市内会議室
９月14日（土） 江戸時代にタイムスリップ 太田市三日月村
10月12日（土） 芸術の秋桜 壬生わんぱく公園
11月２日（土） 和洋折衷庭園巡り 栃木中央公園
12月７日（土） 文学を学び、巡り街中スナップ 古河市
［2020年］
１月11日（土） 動物と乗り物イルミ 東武動物公園
２月22日（土） プリント講評会 栃木市内会議室

とっしー写真部【奈良】

さいぽん写真部【東京】

あっという間に駆け抜けていきます。
次のレースまでの時間は、撮れた写真を見せあいっこ。こうい
う時間が楽しいですね、写真部ならで
は♪
すご い スピ ードで 駆 け 抜 け
ていく馬たちを激写。

パドックの馬たちも、
見応えたっぷり。

あっという間に撮影会終了の時

間になりましたが、ほぼ全員延長戦で次

2019 年
度もよろ
しく
お願 いし
ます ☆

ナビゲーター

中村敏郎

斎藤志津代

のメインレースも撮影しました。ほんとに
楽しかったですね！

みなさま、ご参加あり

がとうございました。

［2018.11.24］秋だけのチャンス！ 修禅寺中庭・紅葉 秋の特別公開

ハッピー写真部 ［静岡］

ナビゲーター

ナビゲーター／早川幸夫

どんなときでもへこたれず被写体探しを
第 9 回「ハッピー写真部」は、修善寺の紅葉狩りに勇んでみま
した。ですが、台風被害でなんと山の多い伊豆までも塩害などでモ
ミジの葉が痛んでいる状態。しかも、
紅葉狩りには 1 週間くらい早かっ
たですね！
特に名刹、修禅寺中庭は、予想以上にモミジの状態が悪かった
ため、撮影できるスポットがあるか心配していました。しかし、池の映

3月10日（日） 町家の雛めぐり 高取町
4月13日（土） 華やかな春の花 馬見丘陵公園
5月19日（日） 江戸時代の街並みフォト散歩 今井町
6月15日（土） 奈良公園の可愛い子鹿 奈良公園・鹿苑
7月20日（土） 風そよぐ風鈴の寺 おふさ観音
8月25日（日） 天平七夕祭り 平城宮跡
9月21日（土） 棚田の畦に咲く彼岸花 明日香村
10月12日（土） 大和三山と300万本のコスモス 藤原宮跡
11月30日（土） 大和路を代表する紅葉 談山神社
12月22日（日） こもをかぶった冬牡丹 當麻寺
［2020年］
1月18日（土） 南国の花と乱舞する蝶 昆虫館

3月24日（日） 昔にタイムスリップ！江戸東京たてもの園 小金井公園
4月21日（日） 春の花と和の世界のコラボレーション 昭和記念公園
5月19日（日） まるで天空？！ポピー畑 皆野・天空のポピー畑
6月16日（日） 身近な異世界 切りとおし古道を歩く 鎌倉
7月20日（土） ねこ☆パラダイス 浅草・猫カフェ MONTA
8月17日（土） スローシャッターを学ぶ 夜景撮影に挑戦 貿易センタービル
9月15日（日） 日常から非日常へ 青い水槽に思いをよせる すみだ水族館
10月20日（日） 木のアート 和の世界にふれる 盆栽美術館
11月10日（日） 色づく紅葉 秋の鎌倉・神社仏閣めぐり 鎌倉
12月15日（日） ゴールドに染まる きらめく並木道イルミネーション 六本木界隈
［2020年］
1月19日（日） 幻想的な世界へ 電車で行ける氷柱 芦ヶ久保

お申し込みについて

①お電話・FAX、またはホームページから写真部入部をお申し込みください

2月22日（土） 発表会をしよう

奈良市内会議室

2月9日（日) 一年の振り返り・講評会

都内会議室

り込みなど、みなさまの熱心な “ 被写体探し ” にホッとしました。 参
加者の方の熱い心に、こちらも勇気 100 倍です！

こんなふうに
撮れました
通行人を入れ
チョット物語風に。

今度は、モミジが美しい
修禅寺中庭も撮影したいですね。
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お寺の山門付近は、一部きれいなモミジがあり、
逆光を利用して撮影しました。赤い欄干をボケさ
せて、モミジと一緒にボケ写真を堪能。お寺の
撮影の後は、歩いて数分の「竹林小径」へ移
動し、桂橋から竹林方面の紅葉を狙いました。
みなさま、ご参加ありがとうございました！

みなさ
まの
被写体
探し 力
に
感 動！

●お申し込みの流れ
②事務局より各回の申込書を郵送またはメールでお送りしますので、参加

●写真部年会費

一般：15,000円

●撮影会参加費

各回設定

PCC会員：10,000円

年会費の他に各回基本3,000円の参加費がかかります
（企画によっては別途価格設定あり）
●定員

各部20名

ご希望の回をご記入の上ご返送ください
●その他
すべて日帰り講座、現地集合現地解散です／会員さまのご家族が同時にお
申し込みの場合、年会費は会員価格になります／各回のキャンセルは、事
前にご連絡いただいた場合のみ、最終回終了後にご返金いたします／日

●お問い合わせ・お申し込み先

程・内容が変更になる場合があります／部の掛け持ちも可能です（年会費は

TEL 03-3230-2605（平日10時〜 18時）
、FAX 03-3230-2607

それぞれの部にかかります）／他部の撮影会にも空きがあればご参加いた

npopcc

だけます（別途価格設定あり）
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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

PCCは各地で撮影イベントをやっています（4月～6月）

先生

※別途入園料がかかります

写真文化の発展と普及を願う

まさに都会のオアシス・上野公園。散策しながら、被写体の新たな発
見を楽しみましょう。上野動物園では動物達の情景も撮影できます。

内山政治

内山先生の講座を受けた方々から

6月30日（日） 都会のオアシスさんぽ 「上野公園」編
東京・上野公園＋上野動物園
9：00～12：00

「撮影ポイントの下見を欠かさず行い、
より具体的なアドバイスをお伝えする」

は、
「写真展に展示したら、評判

※別途入園料がかかります

のノウハウを教えたいという内山先

なる被 写 体を複 数発見しておく

が良かった」
「写真コンテストで入

生だからこそ伝えられるアドバイ

ことで、参加者のみなさんにより

賞・入選した」
などの声が続々。評

自然豊かな動物園の中、身近で色々な動物を撮影できます。

■認定までの流れ

スがあります。

具体的なアドバイスをお伝えでき

価される写真作品を撮るコツが詰

5月18日（土） 都会のオアシスさんぽ 「井の頭自然文化園」編
東京・井の頭自然文化園
9：30～12：00

※フォトマスター検定の資格取得は必須ではありませんので、お気軽にご相談ください

習と同じ曜日に下見をして、撮影

ると言います。実際にどのように

まっているのです。何かしらの被写

東京・皇居東御苑
9：00～12：00
平成最後の４月、桜咲き乱れる都会のオアシスを散策しながら撮り歩
きます。
「発見と出会い」の連続が写真の醍醐味、私と一緒に新しい
被写体を発見しましょう。

フォトカルチャー倶楽部（PCC）会員、
フォトマスター検定（国
際文化カレッジ主催）2 級程度の知識をお持ちの方

場所の状態を事前に把握しておく

撮れるかを先生が前もって実践し

体の発見と出会いがあると評判の

そうです。また、その場所の絵に

ことができますね。撮った写真に

講座には、きっと今回も素敵な出

ているので、安心して講座に臨む

ついてその場でわかりやすくアド

都会のオアシスさんぽ

平成最後の桜を愛でる「皇居東御苑」編

■受講資格

より良い写真が撮れるよう

その場でアドバイス

５月の内山 先 生の撮影 講 座で

は、井の頭自然文化園の動物たち

を撮影します。絵になる被写体の

発見と出会いについて、カメラの

取り扱い方や「ピント」「構図」

を交えつつ、レクチャーします。

「背景」といった写真作品の基本

井の頭公園の新緑を愛でながら、

会いが待っているはずです。

4月7日（日）

バイスしてもらえるので、より深

い学びが得られます。

内山政治先生の撮影講座

絵になる被 写 体の探し方や檻の

消し方などを学んで、可愛い動物

年の経 験 を もと

作品が評価される
ノウハウが詰まった

内容の講座を

「過 去

に、評価される写真作品が

撮れるようなノウハウを教

える講座を心がけている」
と

話 す 内 山 先 生。 評 価され

る写真作品が撮れるように

なるまでかなりの時間がか

かったという経験から、 自

分だけのためではなく、そ
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たちのしぐさを撮りましょう。

内山先生は、できるだけ撮影実

自然文化園のリス園では、オリの中に入って近くからリスの
仕草をカメラに収めます

NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部（PCC）（一社）日本写真講師協会（JPIO） 共催

１．認定講座５回１クールを受講後、講師が総合判定
２．合格者には認定証、名刺、名札を贈呈
ホームページでご紹介

JPIO認定のフォトインストラクターになって
写真を撮る楽しさを多くの人に伝えませんか
認定講座では、
講師として写真をはじめたばかりの人にもわかりやすく、
写
真の楽しさを伝えられる講師を目指すためのカリキュラムが受けられます。

【座学】

撮影マナー、作品講評のポイント、講座運営テクニッ

※各回に写真講評の練習や写真プリントの提出などの課題があります
※5回すべて受講できなかった方、また不合格の方は再度受講が必要となります
※認定後に実地経験を増やすために、撮影会・セミナーの見学やアシスタントをしていた
だくステップアップ制度もあります
※会期の途中でキャンセルされた場合はご返金不可となりますので予めご承知おきください

■開催日時
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

■会場

8月31日
（土）
9月21日(土）
10月12日(土)
11月2日(土)
11月30日(土)

10：00～17：00（撮影実習・座学講座）
10：00～17：00（撮影実習・座学講座）
10：00～17：00（撮影実習・座学講座）
10：00～17：00（撮影実習・座学講座）
10：00～17：00（講座実践）

ク、比較作例ツールづくり、専門用語を使わない教え
方、印象深く覚えられる説明の仕方 など
【実習】

撮影実習（教えるための基本を学ぶ）、課題撮影、被
写体の見つけ方・光の見方 など

【課題】

大阪市内

■受講料 60,000 円（税込）
徳光ゆかり先生
■講師
20 名
■定員

作品講評実践、写真教室リハーサル など

「旅行写真&料理写真の撮り方・教え方」

■お問合わせ・申込み PCC 事務局 03-3230-2605
np o p c c
（平日 10:00-18:00）

※お問合せ・お申込後に、受講要項や会場についての詳細資料をお送りいたします

ここ だ け で
受 けら れ る
ご 利 益 が た くさ ん

写真の基本、正しいカメラの構え方・三脚の使い方、

専門用語を使わず、
簡潔に撮り方を伝える方法を、
徳光ゆかり
先生がみなさんに伝授します。
この
「教え方」
がわかれば、
自分
の写真もスキルアップすること間違いなし！
■日時
2019年7月28
（日）
13:30～16:30
■会場
大阪・難波市民センター
■受講料 1,000円
〈特別価格〉

フォトカルチャー倶楽部 （PCC）
撮影会をのぞき見！

撮影会のいいところ、こんなところ
■ ひとりでは気づかなかった発見が

思い描いた通りの写真を撮影するため、孤独にたたかうこともしば
しばですよね。PCCの撮影会では、ひとりでは発見できなかった被写

わたしたちが楽しく撮り方をアドバイスします！

体や、撮り方に出会えるチャンスがあります。講師が撮り方のレクチ
ャーや、カメラ設定をフォローしてくれるので、カメラを始めたばか
りの初心者でも安心して参加できます。

佐々木 勇

斎藤志津代 小林弥生
先生

先生

倉本雅史

國政 寛

写真は自分や
みんなを楽し
ませる。軽い
気持ちで一緒
に撮ってみま
せんか

様々な現場で
の経験を活か
し現在は講師
としても活動
中

パソコンも得
意。好きな被
写体は生き物
です

広島を拠点に
活動。風景や
ポートレート
が得意

花や虫たちの
姿に癒されな
がら幻想的な
世界を楽しく
撮影します！

先生

先生

先生

クキモト
木方清二
川瀬陽一
亀山 進
金田 誠
加藤純一
岡野清人
岩田まさひこ 因幡雅文
天野中央樹 青山佳弘
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
ノリコ 先生
こころの針が 「 秀 作 は あ な 『 被 写 体 を ど
触れた瞬間を たのそばに」。 う 表 現 す る 』
大切に。写真 楽しみながら をモットーに
を 楽 し み ま 作品作りをお 作品づくりを
しょう
手伝い
しています

感 性 で 撮 影、
観て感動。さ
あ！一緒に撮
影に出掛けま
せんか

写真はシャッ
ターを押した
分だけ上達し
ます。まずは
撮影に出かけ
ましょう

星やライブ撮
影が得意。撮
影のコツを分
かり易くお伝
え致します

被写体の雰囲 こころ優先で
気を切り取る、 作品のレベル
情景演出写真 アップをお手
家
伝いします

光で描く素敵
でかっこいい
写真を私と一
緒に楽しく撮
りましょう

カメラメーカー
を経て映像の
世界へ、映画・
テレビドラマ
で活動中

被写体の雰囲
気を大切にし
た撮影を一緒
に楽しみま
しょう

■ 仲間と高め合う

ひとりだと
「もう暗くなってきたし、今日はここまでにして帰ろうか
な」
となりがち。撮影会なら、仲間と一緒にベストショットが撮れるま
でねばって撮影できます。写真好きが集まるので、意気投合すること
も。お互いに高め合い、切磋琢磨できる友人ができます。
■ 悪天候はチャンス

渡邊翔一

渡邉繁信

目の前の光景
を楽しめる時
間づくりを目
指します

こころ優先で 風景・祭りか
写真を楽しく らスポーツま
撮りましょう。 で、 楽 し い
お手伝いしま フォトライフ
す
をご一緒に

先生
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先生

米澤 確

先生

やまかわけんいち

林 貴美

早川幸夫

服部考規

見慣れた景色
を素敵な作品
に変身させる
魔法の呪文を
お伝えします

お気に入りの
ヒコーキ写真
が撮れるよう
にお手伝いし
ます

感動をどのよ
うに伝えるの
か、写真を楽
しみながらお
手伝いします

竹内敏信氏の 写真現像所勤 いつもの写真
助手を経てフ 務を経て独立。 を、もっと素
リーに。写真 「 気 軽 に 貪 欲 敵に。楽しく
雑誌等で活動 に自由に」が 撮る事が上達
中
モットー
の秘訣です

先生

先生

先生

先生

野田益生

先生

西田省吾

先生

中村敏郎

中田達男

種清 豊

田邊和宜

園田法文

桜田文洋

心ときめく風
景との出会い
を求めて撮影
に出かけます

あわてず、ゆっ
くり。ひとつひ
とつ、 コツ を
身につけてい
きましょう

竹内敏信氏の
アシスタント
を経てフリー
に。街スナッ
プを撮影中

PCC 設立時か
ら講師を担当。
福岡、大阪を
中心に活動

心から撮りた
いものをどう
表 現 す る か、
一緒に探しま
しょう

写真は自分や
みんなを楽し
ませる。軽い
気持ちで一緒
に撮ってみま
せんか

先生

先生

先生

先生

先生

先生

曇りや雨の日は、撮影を諦めていませんか？ 悪天候だからこそ撮
れる写真があります。撮影会は雨天決行。雨のしずくが付いた花や、
雨の町、雨上がりの道など、普段撮らない写真を撮ることができます。

撮った写真は、ぜひ撮
影 会 中に講 師に見せ
てください！ 次 の 撮
影に役立つアドバイス
があります

どの地域でどんな撮影会があるかは、撮影イベントページをチェック P.24～30
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平日

天野 中央樹先生

10：00～12：00

テレビロケ地めぐり

6月14日（金） 路地裏の昭和
【佃島】

4月7日（日）

撮影：天野 中央樹

神奈川・横浜 大さん橋
16：00～18：00
遊覧船の船上から、
「ウェステルダム」とダブル出港する豪華
客船「飛鳥Ⅱ」を、横浜の夕景とともに臨場感たっぷりに撮影
します。

5月18日（土） 春バラとスイレンを探す

紫陽花に染まる古都鎌倉～人のいる風景

神奈川・極楽寺駅
10：30～12：30
ロケ地で有名な紫陽花の名所で、紫陽花と人のいる風景を撮
影します。絞り値によるピントの範囲と構図を学びます。
※別途モデル料2,000円がかかります

13：45～16：00

背景選びと配置がポイントの花撮影、神奈川県西部のバラの
名所で、春バラとスイレンを中心に撮影します。

撮影：天野 中央樹

歴史的な建物を展示する園内で、スナップ撮影を楽しみます。
限られたスペースでも撮影位置を工夫しながらこだわりの撮影
をしましょう。※別途入園料がかかります
撮影：岡野 清人

世田谷区をのんびり走る車両たちのレトロな雰囲気を切り取
ります。鉄道車両を撮るために必要な特別なカメラの設定方
法も伝授します。※別途乗車運賃がかかります

「井の頭自然文化園」編

内山 政治先生

東京・井の頭自然文化園
9：30～12：00
自然豊かな動物園の中、身近で色々な動物を撮影できます。リ
スの檻の中での撮影も。※別途入園料がかかります

撮影：やまかわ けんいち

●月●日（●） ダミーダミー
6月30日
（日） アジサイと箱根登山鉄道
ダミー●●先生
ダミー
●：●～●：●
早川
幸夫先生
神奈川・箱根登山鉄道沿線 10：00～13：00
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダーダミーダミー
人気が高い箱根登山鉄道と沿線の紫陽花を撮影します。
動く
ダミががーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
電車と沿線に咲いている花を絡めた撮影ではカメラの設定や
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー。
構図のイメージが大事です。

東京・渋谷駅周辺
13：30～15：30
日々変貌を遂げる渋谷の街並みと、旧東横線廃線跡を探しな
がら被写体を探す方法を学びます。

撮影：●●●

※別途入園料がかかります

服部 考規先生

撮影：内山 政治

初

これで納得撮影

心

者歓

迎

東京・神奈川

コース名▶納得

撮影会と講評会でワンランク上の写真に！

平日

4月3日（水）

コース名▶空港

初

空港フォトさんぽ

東京・ちよだプラットフォームスクエア

千葉・さくらの山公園
13：30～16：00
飛行機をただ撮るだけから卒業して、その時の情景も一緒に写
し込んだ新しいヒコーキ写真を撮りましょう。ヒコーキが際立
つテクニックも学べます。

心

者歓
迎

初

心

者歓

季節に合わせた写真の撮り方を学びたい方にオススメです

初心者の方におすすめ

お申し込み方法は
S

振り込み口座番号

記号：00110-5 番号：263276
なまえ：NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部

※ウェブでお申し込みの方
には、メールが届きます

ゆうちょ銀行 店名：019 店番：019
口座：普通預金 口座番号：0263276
なまえ：NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部

3 通り

E P 3

正式にお申し込み完
了です。開催約 1 週
間前に、受講チケッ
トが届きます

開催 10 日前までにお近くの郵便局で参加費をお振り込みください
郵便局

T

参加申込書

お電話で
お申し込みの方は

FAX で
お申し込みの方は

PCC 事務局

Tel

03-3230-2605

受付時間 10:00 ～ 18:00
（土日祝は除く）

PCC 事務局

Fax

03-3230-2607

2. 開催日・コース名

3. 開催日・コース名

4. 開催日・コース名

月

月

月

月

お名前

日

PCC会
員
限定

http://www.npopcc.jp
または
npopcc

このページを Fax 用紙としてお使いください

1. 開催日・コース名
日

ホームページから
お申し込みの方は

日

日

-

ご住所 〒

都 道
府 県
電話番号

該当するものを○で囲んでください
撮影：西田 省吾

フォトカルチャー倶楽部会員様 ・ 一般の方
（会員番号

）

（

携帯電話番号（お持ちの方はご記入ください）
）

-

（

）

-

〈注意事項〉※当日、現地での参加費お支払いはお受けできません※当日、飛び入り参加はお断りします※欠席の場合は必ずご連絡ください。尚返金はできませんのであらかじめご了承ください
※振り込み手数料はお申し込み者負担となります。
天候、その他の理由で順延・中止、あるいは内容を変更しての実施となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
〈個人情報の取扱いについて〉ＮＰＯ法人フォトカルチャー倶楽部は、イベント申し込みの際に記入いただいた個人情報について、お客様との連絡や撮影に関わるご案内に利用させていただきます。

5月24日（金） 里山の初夏便り 「寺坂棚田」
秩父 横瀬町・寺坂棚田

撮影会に参加希望の方は申込方法をチェック→P.24

会員 3,000 円（税込）
、一般 4,500 円（税込）

「羊山公園」

平日
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コース名▶四季彩

秩父市 羊山公園
13：00～15：00
鮮やかに美しい芝桜の丘で主役の選び方や望遠レンズの使い
方を学びます。有名観光地での写真で起こりがちな「どこかで
見た感じ」からの脱却を目指します。※別途入場料がかかります

6月22日（土） おさらい会

神奈川・神奈川県民センター 13:30～15:30
成功写真は今後の自信に。失敗写真は今度の糧に。成功も失敗も、じっくりと見てなぜ
そうなったかを知ることで、今後の撮影姿勢が変わります。

4月20日（土） 春望・桃色パッチワークの丘
撮影：林 貴美

平日開催

四季彩フォトレッスン

西田 省吾先生

東京・羽田空港
17：15～19：15
ヒコーキの流し撮りに挑戦します。夕方～夜にかけて暗い中
疾走するヒコーキをカッコ良く撮りましょう。

平日

季節ごとに変わる風景の定点撮影

迎

埼玉

ヒコーキの流し撮りにチャレンジ！

室内で撮影知識などを養う講習会

撮影：金田 誠

2019 年『セミナー・撮影会・写真教室」
撮影：林 貴美

14：00～16：30

洋風な建物の並ぶバラ園での撮影です。異国情緒のある雰囲
気ある作品作りを目指します。
撮影：中田 達男

E P 2

撮影：服部 考規

15：30～17：30

飛行機に乗るための空港は、魅力的な被写体の宝庫。カメラ
やレンズの選び方から、ピントの合わせ方などのテクニックま
で、ヒコーキをカッコ良く撮るコツを学べます。

神奈川・港の見える丘公園周辺

平日

先月撮影した写真の講評会と、次回の事前レクチャーをします。

カッコよく撮ってみよう！

6月1日（土）

T

6月16日（日） 「緑に囲まれた小さな大自然 金沢動物園」講評会
東京都内
14：00～16：00

撮影：林 貴美

5月3日（金・祝） 大空へ飛び立つヒコーキを
東京・羽田空港

S

S T E P 1
電話、FAX または
ホームページから
参加登録します

金沢動物園

春らしいヒコーキ写真を撮ろう

5月28日（火） 横浜で探す 「洋風な形」

お申し込み～お申し込み完了までの流れ

5月19日（日） 緑に囲まれた丘の上の大自然
神奈川・金沢動物園
14：00～16：00
独特の丘陵地系を生かした展示方法を活用して、他の動物園
とはひと味違うアングルで生き生きとした動物写真を目指しま
す。※別途入園料がかかります

普段の見方や撮り方から一歩踏み出したいと
思っている方のご参加、お待ちしております

撮影イベントの詳細に関しましては、PCC ホームページ、または事務局にお問合せください。別途入園料など費用がかかる場合があります。詳しくは受講チケットでご案内いたします。

14：00～16：00

先月撮影した写真の講評会と次回の事前レクチャーをします。

仲間と一緒に、夢のある乗り物「ヒコーキ」を
楽しく追いかけましょう♪

者歓

の講座は、撮影会とセミナー、もしくは午前午後の両方に参加されると 1,000 円引きになります。会員様がご夫婦でご参加の場合は、お二人とも会員価格でご参加いただけます。

初

林 貴美先生

ヒコーキ撮影の達人と楽しむ

ダブルフォトレッスン <いろいろな形表現>

心

撮影：早川 幸夫

撮影：金田 誠

戸田ボートコース
時間未定
水平方向に移動するボート競技は流し撮りのテクニックを磨く
には最適。背景の選び方や水面への映り込みを工夫すれば写
真の表現の幅も増やせます。

各イベントの参加費は、それぞれ PCC

松田山の河津桜と菜の花」講評会

者歓

迎

千葉・東京

心

コース名▶ダブル

通り慣れた道沿いから一歩入り込んだ秘密の場所まで、東京
に溢れる都会の形を探しまくりましょう。

お 申 し 込 み は コ チ ラ

4月21日（日） 「ピンクと黄色の可憐な共演

２人の講師と撮影レッスン

撮影：種清 豊

4月14日（日） 東京で探す 「都会の形」
東京・JR 有楽町駅～東京駅 14：00～16：30

5月11日（土） 「泥と埃にまみれる」迫力の

ボート全日本選手権

撮影：早川 幸夫

講評と実践で上達

中田 達男先生
早川 幸夫先生

流し撮りのコツが習得できますよ

5月25日（土） 「オールが水をつかむ！」

撮影：やまかわ けんいち

6月30日（日） 都会のオアシスさんぽ「上野公園」編
内山 政治先生
東京・上野公園＋上野動物園 9：00～12：00
上野公園を散策しながら、被写体の出会いを楽しみましょう。
動物園では動物達の情景も撮影できます。

PCCスポーツクラブ

川越オフロードヴィレッジ
時間未定
競技専用バイクでスピードを競い合うモトクロスの迫力ある
シーンを撮影します。※別途入場料がかかります

未来都市 渋谷で廃線跡を散策♪

※別途乗車運賃がかかります

東京・神奈川

コース名▶スポーツクラブ関東

モトクロス全日本選手権

5月25日（土） 鉄道スナップ

やまかわ けんいち先生

標準ズーム一本での被写体探しを目的とした講座です。往時
を偲ばせる街並みが残る一方、若者に人気のコーヒーの街で
もある地域。新旧の文化が入り交じる街歩きを楽しみましょ
う。午後は近郊で講評会を開催します。

撮影：岡野 清人

写真の魅力度アップ！

金田 誠先生
撮影：内山 政治

森下、清澄周辺

10：00～12：00（撮影会）、14：00～16：00（講評会）

撮影：早川 幸夫

埼玉

残された東京の下町、深川を歩く

6月2日（日）

船上カメラマン 夜景撮影クルーズ

※別途乗船料がかかります

5月18日（土） 都会のオアシスさんぽ

撮影：種清 豊

迎

6月23日（日） 東京トレイン ぶらり途中下車の旅♪
やまかわ けんいち先生 東京・東急世田谷線沿線
13：30～16：00

鉄道が根付く街

5月19日（日） 歴史的なたてものに触れる
江戸東京たてもの園
10：00～12：00

横浜・大さん橋～東京・竹芝桟橋 18：00～20：00
東海汽船「さるびあ丸」の船上から夜景撮影。ISO感度の設定
や手ブレを防ぐ方法を学びます。

神奈川・小田原フラワーガーデン

早川 幸夫先生

構図や露出など、ポイントを押さえてレクチャーします

田端周辺
10：00～12：00
有数の鉄道スポットであるJR田端駅周辺を街歩き。望遠レン
ズで車両撮影、標準ズームでモノクロスナップなど、初心者で
も撮影しやすいポイントです。
撮影：種清 豊

撮影：岡野 清人

神奈川・京浜工業地帯
18：00～21：00
川崎の工場夜景の定番スポットを巡る撮影ツアーです。非日常
的な風景を撮ることができます。

6月8日（土）

コース名▶デジカメマスター

デジカメマスター

4月6日（土）

撮影バスツアー

撮影：内山 政治

撮影と講座で腕前アップ

種清 豊先生

5月18日（土） ダイヤモンド工場夜景

平成最後の桜を愛でる「皇居東御苑」編

東京・皇居東御苑
9：00～12：00
平成最後の４月、桜咲き乱れる都会のオアシスを散策しながら
撮り歩きます。
「発見と出会い」の連続が写真の醍醐味、私と
一緒に新しい被写体を発見しましょう。

6月14日（金） テレビロケ地めぐり

天野 中央樹先生

東京

ISO 感度や F 値の基本的な機能の理解が深まります

※別途バスツアー代3500円がかかります

平日

者歓

豪華客船「飛鳥Ⅱ」の出港を撮る！

都会のオアシスさんぽ

内山 政治先生

西田 省吾先生
東京・佃島界隈
13：00～15：00
昭和の面影を色濃く残す佃島。普段は通り過ぎてしまうような
所でも思わぬ発見があります。宝探し感覚でカメラ散歩を楽し
みましょう。
撮影：西田 省吾

フォト・メソッド

心

4月14日（日） 船上カメラマン

三渓園で春色を切り取る

神奈川・横浜 三渓園
13：00～15：00
三渓園の桜を楽しみながら、桜を効果的に切り取る構図の決
め方や色の出し方をレッスンします。※別途入園料がかかります

撮影：桜田 文洋

コース名▶メソッド

初

神奈川・東京

魅力の被写体を撮る

初

4月6日（土）

栃木・あしかがフラワーパーク

色とりどりの花園で、見せたい花を強調する構図や撮り方のコ
ツを学びます。※別途入園料がかかります

者歓

岡野 清人先生

5月26日（日） ようこそ花の楽園へ

桜田 文洋先生

初

ワンデイ撮影塾

心

迎

コース名▶ワンデイ関東

迎

東京・栃木・神奈川

その場所ならではの写真を撮る

14：30～16：30

田植えの時期を迎えた寺坂棚田で里山撮影のコツ（人工物の
入れ方・排除の仕方）をじっくりと学びます。

撮影：西田 省吾
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総檜造のこおろぎ橋や、大聖寺川の清流と緑豊かな鶴仙渓の
渓谷美が見事な山中温泉で撮影。主役と脇役の関係をレク
チャーします。

撮影：川瀬 陽一

中田 達男先生

カメラ初心者も大歓迎。納得の１枚を目指しましょう

どうやって撮ろうポートレート
名古屋市内

4月3日（水）

13：30～15：30

撮ってみたいと思いつつ機会がなかったポートレート。テキス
トを使った座学と室内での実習でポートレート撮影の基本を
学びます。※別途モデル代500円がかかります
撮影：青山 佳弘

愛知

撮影地の雰囲気を活かす

青山 佳弘先生

6月22日（土） 眼下に金沢の街を眺めながら

＜アップ撮影＞前ボケ・後ボケ大行進！
思い切りアップで迫るチューリップの素顔

6月3日（月）

神奈川

動物シリーズ
＜高速連写＞を極める

早川 幸夫先生

佐々木 勇先生

4月23日（火） 黄色輝く山吹の松尾大社
松尾大社
11：00～13：00

6月22日（土） 紅葉古刹で緑もみじをつかまえよう！
常寂光寺
15：00～17：00

長野

5月11日（土） 中書島～伏見桃山

米澤 確先生

京都・中書島～伏見桃山
10：00～12：00
伏見港～伏見の造り酒屋界隈を歩き、季節の新緑を彩りにして撮影します。

平日開催

者歓
迎

平日

初

※別途入館料がかかります

初心者の方におすすめ

初

写真を撮り始めて年数の浅い人もお越し下さい

日本一とも言われる一面ピンク色に咲き乱れるあんずの里で、
絞りや露出補正の調整で写真の印象が変わることを実感しま
しょう。

ポートレートはモデルさんとの共同作業。
そんな楽しみ方も味わってください

こうすれば「イイ感じ」に撮れます！

三島付近
11：00～13：00
人物撮影のカメラの基本設定から、アングルの違いでのポー
ジングの指示の出し方など、モデルさんと一緒に楽しく会話し
ながら学びます。※別途モデル料2,000円と入園料がかかります
モデル：IZUMIさん

撮影：早川 幸夫

撮影：米澤 確

撮影：渡邉 繫信

鳳凰花壇と称される庭園で咲く季節の花をマクロレンズで近
接撮影したり、風景として主役を決めて撮ります。マクロレンズ
の特徴やフレーミングがわかるようになります。

PCC写真教室の詳細は

webからもご確認できます。

コース名▶IZU

伊豆ハンター

早川 幸夫先生
加藤 純一先生

心

者歓

講座中の写真でフォトコンテストも開催。
初心者から上級者まで親切に対応します

伊豆市天城会館
10：00～13：30
伊豆のダンスボーカルユニット「あいぜっちゅー」のライブと
ポートレートを同時に撮影。座学付きで初めての方も安心。
※別途モデル料2,000円がかかります

静岡

ボケの処理でレベルアップ

ワンデイ撮影塾

撮影：加藤 純一

コース名▶ワンデイ静岡

心

者歓

5月26日（日） ミュージアム通りから
加藤 純一先生

13：30～15：00

撮影：米澤 確

動く人物をカッコよく撮る

ライブ＆ポートレート撮影」

小布施町・フローラルガーデンおぶせ

※別途入園料がかかります

静岡

5月12日（日） 第3弾「ダンスボーカルユニットと

花の公園「フローラルガーデン
おぶせ」ぶらり散策

スマホからQRコードをご活用ください
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者歓

4月10日（水） あんず咲くピンクの甘い風に誘われて
千曲市 あんずの里
10：00～12：00

6月1日（土）

ちょっと難易度が高い、
夜のボートレースに挑戦!

大阪・ボートレース住之江 16：30～18：30
躍動感とスピード感を引き出す表現術を学びます。高速シャッ
ターと低速シャッターを撮り比べてみましょう。※10名限定

心

安曇野市大王わさび農場
9：30～12：00
広大なわさび農場の三連水車をシャッター速度を変えて思い
通りに撮影します。園内からは残雪の美しい北アルプスを見る
ことができます。
撮影：渡邉 繫信

4月14日（日） 疾走する競走馬、躍動感あるサラブレッドの

6月8日（土）

ワンデイ撮影塾

コース名▶ワンデイ長野

4月27日（土） 風薫る大王わさび農場

レースを興奮しながら激写!!

彩り豊かな紫陽花を鑑賞撮影しながら、古民家のスナップ写真を撮影します。

心

者歓

普段撮り慣れない被写体で，
一味違うフォトライフをはじめませんか？

兵庫・阪神競馬場
10：00～12：00
迫力ある第４コーナーをはじめ、スタートからゴールまで要領
よく撮影ポイントを絞り、競馬の醍醐味を写真にするコツを伝
授します。※10名限定

撮影：渡邉 繫信

者歓

迎

6月24日（月） 服部緑地公園「日本民家集落博物館」
大阪・服部緑地公園
10：00～12：00

PCCスポーツクラブ

初

兵庫・大阪

新しいモノにチャレンジ

心

迎

撮影会風景

平日

コース名▶スポーツクラブ関西

被写体にこだわる

渡邉 繫信先生

撮影：佐々木 勇

※別途入場料がかかります

「野田フジ」を探しながらスナップ撮影。春から初夏への季節
の移り変わりを楽しみつつ散策します。

室内で撮影知識などを養う講習会

※別途入園協力金がかかります

心

撮影：佐々木 勇

あらゆるシーンで待ち受ける
５万株の紫陽花

マクロ撮影や俯瞰・仰角など、東海道随一と言われる圧巻の
紫陽花を中心にあらゆる構図での撮影が楽しめます。

4月6日（土）

新発田市・五十公野公園
9：30～12：00
300 品種 60 万本のあやめが咲き乱れる園内を歩き、主役の
決め方や背景のぼかし方などをアドバイス。

9：30～12：00

日常とは違う環境で撮影してみたい方にオススメです

早川 幸夫先生

の

コース名▶ポートレート静岡

ポートレート撮影入門

撮影：渡邉 繫信

カメラスケッチ

蒲郡市形原温泉「あじさいの里」

4月21日（日） 「野田フジ」を探して・
・
・
大阪・JR 野田～中之島～福島 10：00～12：00

平日

6月8日（土）

基本から応用まで、実践で身につく

撮影：早川 幸夫

迎

者歓

じ

静岡

迎

心

迎

田邊 和宜先生

コース名▶探検隊

初

撮影：渡邊 翔一

半田市亀崎（海岸）
9：30～12：00
レンズやシャッタースピードを使い分けて、躍動感溢れる祭り
の様子を撮影します。心揺さぶる作品を作り出しましょう。

み

10：00～12：30
10：30～13：00
10：00～12：30

ポートレート撮影はモデルさんとの共同作業です。個性の違う
モデルさんと会話しながら多岐な作品作りを楽しみましょう。
モデル：優樹さん

6月22日（土） あやめ咲く五十公野公園

表現する「動と静」

※別途拝観料がかかります

関西探検隊

い

者歓

人物撮影に興味がある方、どなたでも大歓迎です

4 月 13 日（土）横浜付近
5 月 7 日（火）横浜付近
6 月 11 日（火）鎌倉・江の島付近

個性ある写真を撮ってみたい方、
カメラを使い始めて年数が浅い方も大歓迎です

※別途入場料がかかります

撮影：佐々木 勇

ポートレート撮影塾

心

※別途モデル料2,000円がかかります

小千谷市・錦鯉の里
9：30～12：00
池を泳ぎ回る120尾もの錦鯉。どう撮ればよいか、シャッター
速度の調整法も合わせてアドバイスします。感性を信じて撮っ
てみましょう。

5月3日（金・祝） ユネスコ無形文化遺産山車祭りで

紅葉で有名な常寂光寺の初夏の景色を撮影します。

者歓

5月18日（土） 泳ぐ宝石「錦鯉」

を岡崎城に添えて

撮影：渡邊 翔一

大阪・京都

撮影会後も役立つポイントをお伝えします

岡崎城と岡崎公園
9：30～12：00
1300平方メートルの藤棚で、ボケの調整や岡崎城を背景にし
た構図の作り方を学びます。

ワンデイ撮影塾

渡邉 繫信先生

4月13日（土） 家康生誕の地に咲く
「五万石の藤」

春を感じさせる黄色の山吹のある風景を撮影します。

まち歩きスナップ撮影会

者歓

心

コース名▶ポートレート関東

迎

平日

心

コース名▶ワンデイ新潟

初

初

風景写真や寺社でのスナップ撮影が好きな方歓迎！

フォトレシピ

初

愛知

コース名▶フォトレシピ

写真の「切り取り方」を学べます

迎

渡邊 翔一先生

愛知の美を巡る

迎

季節のスナップ撮影班

新潟

者歓

実践を通してポートレート撮影を学ぶ

イメージ通りに撮ろうポートレート
平日

迎

京都

心

プロも使用している X-T3 で、
高画質と多彩な色彩表現を体験できるチャンス！

協賛：冨士フイルムイメージングシステムズ（株）

※別途モデル代1,000円がかかります

コース名▶季節のスナップ

者歓

［午後］プリント講評会
東京・国営昭和記念公園
9：30～15：00
Xシリーズならではの、フィルムシミュレーションなどを活かし
た撮影で、撮る楽しさを実感してみてください。プリント講評
も付いて参加費3,000円はとってもおトクです（プリント代込 参加者全員に貸出あり
み）。※別途入園料がかかります

撮影：中田 達男

撮影：青山 佳弘

四季とりどりの京都を楽しむ

心

［午前］ポピー・スイレン春の色撮影会
5 月 26 日（日）

東京・町田リス園
10：30～12：30
かわいいリスの一瞬を狙います。被写体選び、ピント合わせ、さ
らに表情を見極めての連写！緊張感漂う一瞬をモノにしましょ
う。※別途入園料がかかります
撮影：中田 達男

13：30～15：30

コース名▶PCC

FUJIFILM X-T3で撮る春の色

斎藤 志津代先生

平日

撮影：中田 達男

撮影ポイントごとに撮影のコツを説明し、実践的なポートレー
ト撮影に挑戦。

撮影：川瀬 陽一

実際に、外で、あのカメラを体験してみたい！

写真だけの世界で味わえる長時間露光で渓流を撮影。効果的
な露出設定やフィルターの使用法を学びます。

参加者同士で見せ合いながら楽しく撮影しています

名古屋市内の公園

大乗寺丘陵公園
13：00～15：30
日本海まで見渡せる壮大な大乗寺丘陵公園で、見頃の紫陽花
を撮影します。丘陵地を生かした表現術も伝授。

東京

5月22日（水） ＜長時間露光＞水の流れを幻想的に
神奈川・湯河原 万葉公園 13：00～15：00

4月21日（日） 春の公園でお散歩ポートレート

カメラ散歩！

もっとインパクトのある写真にしたい方、必見です

途入園料がかかります

コース名▶実践ポートレート

実践！ポートレート撮影

コース名▶テクアップ

迎

卯辰山公園
13：00～15：30
季節毎の花が咲き誇る公園で、時期のつつじや花菖蒲の花木
を、ボケを生かして撮影しましょう。ボケの魅力を伝授します。
撮影：川瀬 陽一

撮影テクアップ講座

東京・国営昭和記念公園
9：15～12：00
思い切り寄ったり低いアングルで撮ったり、普段撮り慣れない
撮影視点を学びます。望遠レンズ、
マクロレンズ必携です。※別

5月18日（土） 山麓に広がる公園の花木を

フォトスケッチ！

いつもの写真が１つのコツで変わる

初

東京・神奈川

初

4月7日（日）

者歓

初

4月13日（土） 渓谷と緑豊かな景勝地をカメラ散歩！
山中温泉
13：00～15：30

心

初

ポートレート撮影超入門

青山 佳弘先生

なにをどう撮ればよいか？よく分からない人集合！！

コース名▶ポートレート入門

初

初

愛知

座学と実践で基本を学ぶ

初

川瀬 陽一先生

者歓

迎

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

心

迎

コース名▶いきいき石川

迎

石川

なにを！どう撮る？

撮影：渡邉 繫信

つり橋までをお散歩スナップ

伊豆高原駅周辺
10：30～12：30
伊豆高原駅から徒歩圏内にはお洒落なお店やミュージアムが
あります。そこをゆったりお散歩しながらつり橋周辺まで風景
などのスナップ撮影を行います。

撮影：加藤 純一

6月16日（日） アジサイを綺麗なボケで撮ってみたい！
早川 幸夫先生 沼津御用邸
14：00～16：00
花の撮影ではいかに綺麗なボケを生かして切り取るかがポイン
トです。ただボカすだけでなく、綺麗なボケの前景・背景の作
り方を学びます。

撮影：早川 幸夫
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平日

4月4日（木）

11：00～13：00

伏見の酒蔵周辺

5月8日（水）

11：00～13：00

平日

平日

桜のトンネルでカメラ散歩！

初

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

心

者歓

迎

コース名▶いきいき滋賀

撮りたいものの発見術から表現術までを
マスターできますよ！

大阪

四季色彩写心実践講座

5月23日（木） 絶景を見下ろす天空の

4月22日（月） 春の花や緑を生かした撮影方法を

びわ湖バレイ
13：00～15：00
約30万株の水仙が咲き誇る絶景が広がる天空のテラスで、レ
ンズの特性をいかして撮影しましょう。

鶴見緑地公園
10：00～12：30
桜以外の花で春を表現する方法を探し出して写真にします。

びわ湖テラスでカメラスケッチ！

平日

自分の写心を表現したい方、全員集合です

撮影：川瀬 陽一

心

因幡 雅文先生

ハスやスイレンが咲き誇る園内で、主役を引き立てる脇役を意
識して撮影しましょう。※別途入園料がかかります

平日

※別途入館料がかかります

●月●日（●）

平日

撮影：木方 清二

コース名▶いいね！

撮影：木方 清二

写真の基礎固めの講座です

奈良・和歌山

5 月 26 日（日）広島・西区民文化センター 10：00～12：00
6 月 1 日（土） 大阪・大阪中央区民センター 10：00～12：00
6 月 15 日（土）福岡・福岡市内
10：00～12：00

中村 敏郎先生

ピントの機能と使い方を知ることで被写体に合わせた有効な
ピント合わせができるようになります。シャッターチャンスを生
かした撮影ができるようになりましょう。
撮影：田邊 和宜

岩田 まさひこ先生

こころ優先撮影塾

者歓

初心者からベテランさんまでレベルに合った勉強の場に！
現地での細かい指導で一人一人に合った写真術を学べます

関西フォトスケッチ

何をどう撮ればよいのか、撮影を通して学びます

奈良・藤原宮跡
13：30～16：30
大和三山を背景に菜の花の絨毯が広がる藤原宮跡で、古都の
春をフォトスケッチ。開花時期が重なるとピンクの桜、菜の花
の黄色、空の青で絶景になります。

6月7日（金）

平日開催

撮影：岩田 まさひこ

平日

撮影：中村 敏郎

ちょっと気分はヨーロッパを写真旅
和歌山・和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ

者歓

京都・京都教育センター（座学） 13：00～14：00
平安神宮神苑（撮影会）
14：30～16：30
明治28年に創建された平安神宮神苑では、平安文学に登場
する草花が見事。被写体を見つめる心の目で撮影しましょう。
※別途拝観料がかかります

撮影：川瀬 陽一

被写体の選び方や構図などの表現方法を学び、
ステップアップしていきましょう

4月14日（日） 色や光に包まれたふんわり

かわいい春の花を見つけよう！

撮影：國政 寛

春の優しい光の中、前ボケや背景ボケを活かしながら、バラを
魅力的に撮影する方法を学びます。
撮影：國政 寛

撮影：川瀬 陽一

6月16日（日） あふれる光の中で

5月11日（土） 新緑の奈良公園をフォトスケッチ
奈良・志賀直哉旧居（座学） 13：30～14：30
奈良公園（撮影会）
14：30～16：30

朱色がまぶしい京都のシンボル
平安神宮を感性で切り撮る

國政 寛先生

5月18日（土） 春の柔らかな光でバラを包み込む
中之島バラ園
10：00～12：00

お公家さんの雰囲気が味わえる
庭園をカメラ散策！

新緑に映える朱塗りの春日大社や草を食む鹿など、春ならでは
のスポットで、撮りたいものの発見術、表現術をマスター。

コース名▶花マクロ

ひと味違う！花マクロ

万博記念公園
10：00～12：00
チューリップやネモフィラなど、春の花を柔らかい日差しやカラ
フルな色を意識しながらふんわりとかわいらしいイメージで撮
影する方法をマスターしましょう！※別途入園料がかかります

連続参加も一回だけの参加も OK ！

京都・京都教育文化センター（座学） 13：00～14：00
閑院宮邸跡（撮影会）
14：30～16：30
池泉庭園が美しい閑院宮邸跡で、主役を引き立てる脇役の撮
り方を学びます。

6月1日（土）
撮影：中村 敏郎

心

マクロレンズでステップアップ

撮影：米澤 確

一味違う紫陽花の魅力を発見！
ロッジ舞洲

撮影：中村 敏郎

10：00～12：00

いっぱいの光の中で咲く紫陽花をマクロレンズで魅力的に撮
影します。
撮影：國政 寛

大阪

夜の撮影が楽しくなる

コース名▶星空

星空撮影の定番！天の川撮影にチャレンジ！!

岩田 まさひこ先生

心

者歓

初心者の方にも
分かりやすくレクチャーします

5月12日（日） ハイシーズン前にしっかり勉強！
心

者歓
迎

平日

初

シャッタースピードを理解して動感表現にチャレンジ。現地で
撮影前に設定までレクチャーします。ピントの合わせ方まで
しっかりマスターしましょう。

大阪

コース名▶３ステップ

スリーステップ写真塾

※別途拝観料がかかります

迎

14：00～16：30
10：00～12：30

中村 敏郎先生
川瀬 陽一先生

4月6日（土）

藤原宮跡の春は
桜と菜の花のコラボレーション

地中海の古い街並みを再現したテーマパーク「ポルトヨーロッ
パ」でフォトスケッチ。旅する気分で撮影を楽しみましょう。

平日

5 月 15 日（水）福岡・ボートレース天神
5 月 22 日（水）兵庫・ボートレース尼崎

室内で撮影知識などを養う講習会

コース名▶フォトスケッチ

者歓

13：00～16：00

シャッタースピードで動感表現に
チャレンジ
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初

コース名▶こころ優先

心

迎

兵庫・福岡

撮影で理解を深める

4月2日（火）

気分は写真旅

心

奈良・京都

迎

「ピント術」

初

田邊 和宜先生

撮影：●●●
撮影：亀山 進

撮影：米澤 確

講評と実習で写真力アップ

撮影：因幡 雅文

美しく、清々しく撮る !!

京都・化野念仏寺
10：00～12：00
青紅葉に若竹、石仏が織りなす、幻想的な嵯峨を満喫。ボケと
露出補正で作品が大きく変わることを体感しましょう。

迎

大阪・広島・福岡 「いいね！」と言われる写真術！

三条通り界隈、街巡りスナップ！

京都・三条通界隈
10：00～12：00
明治、大正時代に建てられたモダン建築と風情ある町屋が同
居する三条界隈を巡りながら、スローシャッターでの表現方法
を学びます。

5月2日（木・祝） 春真っ最中 ! 嵯峨の化野念仏寺を

心で感じて撮影します

鶴見緑地公園
10：00～12：30
花や緑と対話して、個性を出した写真の撮影に挑戦します。

撮影：クキモト ノリコ

4月19日（金） 歴史とモダンが同居する京都

米澤 確先生

6月28日（金） ハスのお寺「喜光寺」をフォト散策!

※別途拝観料がかかります

※別途ロープウェイと入園料がかかります

因幡 雅文先生

撮影：因幡 雅文

カメラで摘みに行きましょう

兵庫・神戸布引ハーブ園
10：00～12：30
神戸の街並みが一望できる布引ハーブ園で、遠景や近景、花の
アップなど、様々なレンズの特徴を活かして撮影します。

平日

米澤 確先生
奈良・喜光寺
9：00～11：00
100種類、250鉢の色とりどりのハスが奏でる境内や庭を散
策しながら撮影。カラーバランスを考えた写真を意識します。

6月17日（月） たくさんの花や緑の被写体から
褒められたい作品づくり

撮影：米澤 確

4月12日（金） 春のお花とハーブを

クキモト ノリコ先生

ダミーダミー

6月15日
（土） 新緑の河畔と酒蔵、
ダミー●●先生
ダミー
●：●～●：●
亀山 進先生
伏見の街並みをフォトスケッチ
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
京都・伏見酒蔵
13：00～15：00
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
千石船が行き交う川沿いと酒蔵の歴史ある風情にロマンを感
ミーーダミーダミーダミー。
じつつ、撮影ポイントを学びながらフォトスケッチをしましょ
う。※別途入館料がかかります

撮影：木方 清二

撮影：川瀬 陽一

平日

スナップ感覚で切り取る！

大阪・堺市 北旅籠町界隈 10：00～12：00
歴史の街、北旅籠町を探索しながら、風情と情緒溢れる雰囲
気を切り取ります。路面電車のスナップも楽しめます。

鶴見緑地公園
10：00～12：30
緑が豊かになり生き生きと輝く花や葉を色彩で表現します。

13：00～15：00

東梅田付近のスナップと写真鑑賞

6月15日（土） 鉄砲と刃物の町、堺の歴史を

者歓

生かした撮影をします

草津市立水生植物公園みずの森

6月3日（月）

撮影：木方 清二

5月20日（月） 5月に咲く花や緑の色彩を

6月29日（土） 琵琶湖畔に咲く初夏の花々を切り撮る

京都・伏見界隈
10：00～12：00
川沿いの柳に桜が映え、十石船行き交う春爛漫の伏見界隈。
撮影ポイントの見つけ方から被写体の切り取り方までを楽し
みながら学びましょう。

撮影：亀山 進

撮影：川瀬 陽一

学びます

※別途ロープウェイ往復代がかかります

艶やかな桜色に染まる伏見界隈。
京都春色の桜めぐり

4月5日（金）

米澤 確先生

木方 清二先生
大阪・東梅田周辺
10：00～12：30
近代建築の森・川・オブジェクトを撮影しながら、３ヵ所の
ギャラリーに立ち寄り写真鑑賞。写真表現を学びます。

コース名▶色彩

木方 清二先生

撮影：亀山 進

撮影：川瀬 陽一

巨大ターミナル駅をカメラスケッチ

北国街道沿いの宿場町として栄えた長浜市の黒壁スクエア
は、レトロモダンな街並みが魅力的。古い町屋やクラシカルな
建物を構図と構成を意識して撮りましょう。 撮影：川瀬 陽一

平日

京都・京都府立植物園
13：00～15：00
四季折々の花が咲き乱れる府立植物園で、初夏に向かう花々
を明るく、美しく、自分の感性を磨いて切り撮りましょう。

6月12日（水） 大勢の人が行き交う

写真で心に感じたものを表現

者歓

世界文化遺産を感性で切り撮る

4月2日（火）

※別途拝観料がかかります

撮影：因幡 雅文

明るい花々を再発見

※別途入館料がかかります

心

亀山 進先生
京都・御室仁和寺、龍安寺 13：00～15：00
きぬかけの路を散策しながら二ヵ所の世界文化遺産を巡り、
京の春を満喫。御室桜と枝垂れ桜を撮影します。

5月25日（土） 新緑の園で初夏に向かう

迎

4月20日（土） 歴史とアートの街をカメラ散歩
黒壁スクエア
13：00～15：00

平日

エレガントに切り取る！

兵庫・神戸市旧居留地界隈 10：00～12：00
モダンな建物とオシャレな雰囲気が漂うエレガントな街・神戸
旧居留地で、ウィンドーのリフレクションを活かしたスナップ撮
影を学びます。

鳥居本の風情ある町並みを
カメラハイク！

コース名▶ワンデイ関西

ワンデイ撮影塾

5月17日（金） 神戸旧居留地のおしゃれな街並みを

亀山 進先生

大阪・JR 大阪駅
13：00～15：00
一日50万人もの人々が行き交うターミナル駅で、構図と構成を
意識した写真を撮ってみましょう。

見どころ、撮りどころがいっぱい

初

兵庫・京都・大阪・奈良
因幡 雅文先生

京都・奥嵯峨
13：00～15：00
昔ながらののどかな街並みが広がる奥嵯峨。主役と脇役を意
識した撮影で風情たっぷりの写真を撮ります。

新緑美しい伏見の酒蔵周辺で和服男性のポートレート撮影を
します。※別途モデル代2,000円がかかります
提供：原 将人

なにを!!どう撮る？

者歓

撮影：川瀬 陽一

5月29日（水） 和服男子のポートレート
（伏見桃山編）

平日

撮りたいものの発見術から表現術までを
マスターできますよ！

提供：原 将人

※別途モデル代2,000円がかかります

川瀬 陽一先生

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

心

京都・哲学の道
13：00～15：00
哲学者や文人が愛した散歩道に咲き誇る500本の桜のトンネ
ルは圧巻です。薄紅色をした桜の表現術を学びましょう。

風光明媚な嵐山で、和服男性のポートレート撮影をします。

滋賀

コース名▶いきいき京都

初

4月17日（水） 和服男子のポートレート
（嵐山編）

なにを!!どう撮る？

初

川瀬 陽一先生

人物撮影初心者大歓迎！
しっかりレクチャーします

嵐山

京都・大阪

初

者歓

初

渡邊 翔一先生

初

体験、和服のイケメンポートレート！

心

迎

コース名▶ポートレート関西

迎

人物撮影の達人に

迎

京都

初心者の方におすすめ

星空を綺麗に演出！
！協賛：ビクセン

日本写真映像専門学校
14：00～16：30
機材選びからカメラの設定や三脚の使い方まで、天体撮影に
必要な知識やコツを座学で学びます。 撮影：岩田 まさひこ
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小林 弥生先生

何気ない風景写真がすてきな作品にかわります
平日

4月14日（日） ぶらり旅。春の尾道

尾道市
13：00～15：30
旅写真の撮影ポイントを学びなが櫛、櫛並みや春色の尾道な
櫛ではの風情ある櫛並を撮影し櫛す。

星空写真の撮影テクニックを徹底解説

さんざめく新緑の渓谷をめぐる

6月9日（日）

プス撮影まで、星空写真の魅力をあますところなくお伝

クキモト ノリコ先生

えします。
さらに知りたい方のために付録DVDの動画解説で見てわ

平日

かる、撮りたくなること間違いなし。風景を活かす星景

6月5日（水）

初

ワンデイ撮影塾

心

あなたが撮りたかった満天の星空を写すためのノウハウ

平日

4月3日（水）

春の花を探して

初

心

昭和を探しに！

JR 宇部駅周辺
14：00～16：00
駅周辺櫛櫛商店櫛、飲屋櫛をお散歩気分で櫛撮りスナップ。古
い建物や趣のあるものを探し櫛しょう。
撮影：野櫛 益生
平日

6月20日（木） 季節の花と星を見つけに！
江汐公園
17：00～20：00

33種4000種類もの紫陽花が栽培されている江汐公園で、夕
方櫛櫛夜に櫛けて花と星を一緒に撮影し櫛す。

者歓

撮影：野櫛 益生

自分のカメラにあった設定方法をしっかりと
覚えて頂きます。初心者の方でも安心してご参加下さい

福岡

春の定番 桜撮影をマスター

京都・八幡市背割堤
13：30～16：30
桜の名所でフォトジェニックな写真を撮影し櫛しょう。ホワイト
バランスの調節など、少しの変化で桜の色が鮮や櫛になること
を体櫛して頂き櫛す。

撮影：岩櫛 櫛さひこ

コース名▶ステップアップ福岡

デジタルカメラ・ステップアップ講座

野田 益生先生

4月6日（土）

普段の撮影をアーティスチックに演出する
4 月 7 日（日） 大阪・長居公園植物園
4 月 14 日（日）福岡・海の中道海浜公園

楽しく学べる

心

者歓

迎

中身をちょっとご紹介！

岩田 まさひこ先生

レイヤーで考える撮影術

カメラを買って間もない、どう撮影するか分からない
でも綺麗に撮影したいという方々にオススメです

5月25日（土） タイムスリップ

迎

京都・大阪・福岡

コース名▶レベルアップ

者歓

ときわ公園
14：00～16：00
失敗しないように綺麗に撮影する櫛めのISO櫛度、絞り、構図
を学び櫛しょう。レンズワークも学べ櫛す。

雨よ、ウェルカム！しっとり紫陽花を
求めてまんのう公園へ

レベルアップ講座

4月1日（月）

心

撮影：野櫛 益生

がこの１冊にあります。
双葉社刊（双葉社スーパームック） A4判変形・112ページ
1,800円
（税別） 2018年12月15日発売

平日

広角、望遠、マクロまでお手持ちのレンズを
活かせるようサポートします

讃岐まんのう公園
13：30～16：00
雨の時期は紫陽花撮影には絶好のチャンス。引きの写真櫛櫛
ぐっと寄るマクロ櫛で、様々な櫛度で紫陽花を切り撮ってみ櫛
撮影：クキモト ノリコ
しょう。※別途入園料が櫛櫛り櫛す

写真、天の川や季節の星座、星雲、月……。

場所選びから機材の使い方、画像処理やタイムラプス撮影までこれ１冊で全て網羅
します。しかも、60分収録の解説DVDつきなので、さらによく分かります！

者歓

コース名▶ステップアップ山口

デジタルカメラ・ステップアップ講座

野田 益生先生

迎

る画像処理テクニック、撮った写真が動き出すタイムラ

コース名▶ワンデイ香川

楽しく学べる

迎

山口

星を
「点」
と
「軌跡」
で撮る基本から、撮影地や日時の決め

香川

撮影：小林 弥生

撮影：小林 弥生

作品講評

AUTOでしか撮ったことのない方も歓迎

1枚の写真に気持ちをこめて

撮影：倉本 雅史

広島市 東区民文化センター
9：30～12：30
撮影実習の作品講評とコンテスト等に向け櫛作品作りのアドバイス、次回実習のワンポ
イント講座を行い櫛す。実習に参加されていない方でもご参加可能。ぜひ、自信作をお持
ち下さい。

方、星空撮影用の機材の設置・使い方、より美しく仕上げ

5月14日（火） もっと可愛く
！もっと素敵に！

色鮮や櫛な紫陽花のシーズン真っ盛りの縮景園で、水滴との
コラボレーションなどシーズンな櫛ではの写真を撮り櫛す。

三段峡
9：30～12：30
紅葉と同櫛く櫛い美しいと言われる三段峡の初夏の渓谷美を
撮影し櫛す。風景写真を撮る際の作品櫛櫛のコツや構図選び
のポイントが学べ櫛す。※別途送迎バス櫛・食事櫛4000円が櫛櫛り櫛す

全国カメラ専門店・量販店で開かれる
撮影セミナーの人気講師でもある、
星空写真家 成澤広幸氏が伝授する
星空撮影メソッド！

者歓

6月16日（日） 縮景園おさんぽＰＨＯＴＯ
縮景園
13：00～15：00

5月19日（日） 大自然の美しさ！

監修／成澤広幸、編集／NPO法人フォトカルチャー倶楽部

心

それぞれの方にあわせたカメラの使い方をお教えします

広島市内
10：30～13：00
何気ない日常に櫛で出会っ櫛ネコや花などの被写体を、カメラ
の機能やレンズの特性を生櫛して素敵に撮影し櫛しょう。
撮影：倉本 雅史

成澤広幸の星空撮影塾

ワンデイ撮影塾

コース名▶ワンデイ広島

初

広島

スマホ・コンデジでの参加もOK！

初

注目の新刊をご紹介します

者歓

初

小林 弥生先生
倉本 雅史先生

初

フォト・ウォッチング

心

迎

楽 しく 読 ん で 見 て 実 力 ア ッ プ ！

コース名▶ウォッチング

迎

広島

思い出に残るフォト旅を

撮影中に ISO 感度・シャッタースピード・絞り・構図を
学びながら楽しみます

西鉄貝塚線 途中下車！春を探しに

西鉄 貝塚駅周辺
14：00～16：00
電車に揺櫛れなが櫛春を探しに。小旅行気分で乗り鉄、撮り
鉄、散策しなが櫛お花も撮り櫛しょう。

10：00～13：00
14：00～17：00

身近な花の撮影でレンズワークと被写界深度を簡単に理解し
て頂く櫛め、撮影前には30分程度のミニ講座を開催し櫛す。

撮影：野櫛 益生

撮影：岩櫛 櫛さひこ

5月11日（土） 西鉄貝塚線 途中下車！

その日から撮影が楽しくなる

園田 法文先生

美麗な作例も豊富。星空写真を大きく掲載しています。

コース名▶一から学ぶ

一から学ぶデジタル一眼レフ

西鉄 香椎宮前駅周辺
14：00～16：00
電車に揺櫛れて途中下車、駅櫛櫛続く参道や周辺の櫛並みを
散策して被写体を探し櫛す。
撮影：野櫛 益生

者歓

迎

福岡

初

神社仏閣めぐり

心

「今さら聞きづらい」という質問もご遠慮なく。
すべてお答えします

4月21日（日） 歴史あるものから現代まで！

平日

6月13日（木） 西鉄貝塚線 途中下車！紫陽花を探しに
西鉄 唐の原駅周辺
14：00～16：00

電車に揺櫛れなが櫛季節のお花を探して散策を楽しみ櫛しょ
う。

街角スナップ！

撮影：野櫛 益生

櫛櫛櫛櫛
10：00～12：00
歴史ある櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛櫛の櫛櫛櫛で櫛櫛櫛櫛櫛をどう櫛櫛
する櫛、レンズを換えなが櫛実践して学び櫛しょう。

参加者の声
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星空の撮影テクニックも、作例をまじえてじっく
り解説。

平日開催

初心者の方におすすめ

成澤氏おすすめの全国の星空撮影地も掲載してい
ます。

室内で撮影知識などを養う講習会

平日

平日開催

初

者歓

●先生と行動を共にすると、被写体の探し方がよくわ櫛っ櫛
心

者歓
迎

知っているようで知らなかった、天体望遠鏡とカ
メラレンズの違いもやさしく説明。

平日開催

心

迎

室内で撮影知識などを養う講習会

初

撮影：園櫛 法文

●講評はちょっと辛口だっ櫛けど、今後の撮影の方向性のヒントが得櫛れ櫛

初心者の方におすすめ

●きめ細櫛い指導で、先生の作品も見ることができて予想外の収穫！
●天気が悪櫛っ櫛のですが、水溜りや水滴の撮り櫛櫛などを教わって、雨の日な櫛
ではの撮影に夢中になり櫛し櫛
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月３回
配信

》たっちゃん先生の
「季節の風景撮影テクニック」
《
３月

４月

５月

○「思いつかない」から卒業！タイトルの付け方

○春の作例で学ぶ、主役の引き立て方①

○よく、この質問を受けます！ピントの合わせ方とブレ対策

○ことしの桜撮影に向けて準備〈明るさ〉

○春のさんぽ写真

○オリジナル写真集づくりのコツ〈テーマ

○ことしの桜撮影に向けて準備〈構図・レンズ〉
○ことしの桜撮影に向けて準備〈フィルター〉
○聞いて上達！あなたの写真を講評します

○春の作例で学ぶ、主役の引き立て方②
○聞いて上達！あなたの写真を講評します

○露出設定のコツ／シャッターと絞りどっちを優先？
設定・写真セレクト・編集〉

○聞いて上達！あなたの写真を講評します

あなたの自宅が写真教室に！

写真上達のための

「

オンライン写真教室」
PCCオンライン写真教室の
写真上達のステップ

①動画で撮り方を見て、
②みなさんそれぞれ撮影し、

》
「新たな写真のジャンルに挑戦」
《
望遠レンズ
使いこなし術
○遠くにあるものだけじ
ゃない！ スナップで
のレンズ活用術

スポーツ

飛行機

鉄道

○スポーツ写真の世界
〈のりもの編〉

○ヒコーキにプラスαを
写し込む
○ドラマチックなシーン
を残そう

○シャッタースピードを
コントロールして列車
の動きを表現
○駅や線路などを気軽に
鉄道スナップ

西田省吾
先生

金田 誠先生
林 貴美先生

③インターネット上で作品講評を受けられる

月１～２回
配信

「PCCオンライン写真教室」は、このサイクルを繰り返すこと

街中スナップ
祭り
○街中スナップのコツ
○祭りを写すための準備
や撮り方

岩田まさひこ
先生

伊藤宏美
先生

で、あなたの撮影スキルの上達を早める機会をご提供します。

システムは？
月額制で、動画は１回20分を月４回配信、
作品講評は月２回受けられます。
サポートは？
○動画を見て質問がある場合には、質問コメ
ントを送ることで、即解消できます。
○撮りっぱなしではなく、撮った写真に対し
て「講評依頼」できるので、どこが良くて
どこを気をつければいいのかが分かります。

特典２

月２回、撮影した写真を気軽に講評依頼する
ことができます。

会員価格で参加できます！

PCC会員は

通常月額4,320円
（税込）

（税込）
→月額 2,700 円
詳細・お申し込みは

DMM オンライン写真教室

33

解説

写真教室動画でお見せする作例はOK例
だけでなく、NG例も比較してお見せしま
す。そうすることで、失敗パターンがわ

オンライン写真講評が刺激的

かり、同じ失敗を繰り返さなくなります。

メンバーの写真や、その講評がオープンに見られ、とても勉強に
なります。まだ下手だからと私は投稿に二の足を踏んでしまいま
したが、続々投稿されるメンバーの方々の刺激を受けて、私も自
分の写真講評してもらおうと意欲がわきました。
（67歳男性）

なんと初投稿でFBグループ入賞
PCCオンライン写真教室に参加して３ヶ月、黙々と動画授業を受
け、
週末には撮影活動を続けてきました。先日勇気を出してPCC
のFacebook全国交流グループに投稿すると、なんと入賞作品
に選ばれびっくり。皆さまのおかげで大きな励みをいただき自信
がつきました。もっといろいろな場所に出かけて素敵な写真を撮
りたいと思います。
（64歳女性）

NG

例

写真に関する質問やお悩みを相談すること
ができます。

O K・N G がよくわ かる

ても勉強になります。出不精の私でしたが、もっともっと勉強し
て写真コンテストに応募してみたくなりました。
（63歳男性）

背景がウルサイ

特典３

月４回季節に合わせたテーマの
「テクアップ動
画」
を好きな時間に何度でも視聴できます。

1週間の無料体験を覗いて、
中田達男先生の動画授業にハマりま
した。特に今年は、
猛暑の中自宅にいながら動画受講を楽しめま
した。内容も、初級から中級を目指す私のレベルに合っていて、
とても分かりやすいです。テーマ毎の作例写真が素敵なので、
と

OK

例

特典１

悪天候でも、猛暑・極寒でも自宅で学べる!!

＊写真撮影のスキルアップを目指
している方
＊写真コンテストで入賞を目指し
ている方
＊写真講座に参加したいけど忙し
い方
＊ご自分の空き時間で写真スキル
を学んでみたいと思っている方
＊新しくカメラを購入して、写真
撮影のイロハを学んでみたい方
＊写真を楽しみながら学んでみた
い方

背景に丸ボケ

ならではの
ユニークな特典も！

参加メンバーの声

こんな人におすすめ

ナビゲーター

中田達男（たっちゃん）
日本写真講師協会（JPIO）認定フォト
インストラクター
撮影テーマは自然。風景、動物、花、
昆虫、星景写真など、はば広く被写体
を撮影している。PCC写真講座、ク
ラブツーリズム撮影ツアー・写真教室
講師、カルチャー教室や公園主催の撮
影会講師を務める。
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かつてない映像表現を実現するキヤノン新マウント
「RF マウント」搭載フルサイズミラーレスカメラ

あなたの写真・映像表現をその先へ。
プロから学べるカメラスクール
αアカデミー

キヤノン ミラーレスカメラ EOS R

初めて一眼カメラを手にとった方から、プロを目指して活動している方まで、幅広

おかげ さまで
掘り出しものどっさりの
PCC賛助企業・団体のお得ニュース
いつも
ありがと
うござい
ます

賛助企

業・団体
のみ
なさま

い層の撮影技術の向上と創作活動を支援するカメラスクールです。初心者から上
級者まで、あなたのスキルや撮りたい内容にあわせた様々な講座をレベル別、ジ
ャンル別でご用意しています。全国 5 か所に校舎があるので、お近くの校舎を選
んでいただき、ご希望の講座をお探しください。

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

従来の一眼レフカメラよりも小型で軽量で、フルサイズ撮影が楽しめます。

株式会社

電子ビューファインダーの採用で、肉眼では見えないものが確認でき、撮

株式会社

影領域が広がります。アダプターを使用することで、従来の豊富な EF レン
ズを使用することができ、
さまざまな撮影ができます。今までにない操作性で、
あなたの写真が進化します！
問

株式会社
【校舎】札幌・銀座・名古屋・大阪・福岡
【料金】無料～ 36,800 円
【申込先】αアカデミー ホームページ：http://msc.sony.jp/ichigan/a-academy/
問

キヤノンお客様相談センター
ナビダイヤル ０５０－５５５－９０００２
受付時間 : 月～土 9:00-18:00

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

ソニーマーケティング株式会社
αアカデミー問い合わせ窓口
7 0120-399-688

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

春は桜、新入学などカメラを持ち歩いて撮影するのに最適なシーズンで

スマホ専用アプリ「Camera Connect」
（無料）をダウンロードすれば、

す。小型軽量なソニーαシリーズ、とりわけフルサイズミラーレス一眼「α

Bluetooth や Wi-Fi 接続でスマートフォンとの連携が可能。春の思い

7 シリーズ」と広角から望遠まで揃った FE レンズが皆さんのフォトライ

株式会社

出を、高画質のまま SNS へ投稿して楽しんでみませんか？

フを応援します。

株式会社

質量 820ｇと超軽量な
コンパクトトラベル三脚

出し入れラクラク！背面アクセス構造の
大容量カメラリュック

カーボン素材のトラベル三脚
Fotopro X-Aircross1 carbon

GW-PRO RED バックパック リアゲート M
背面側から大きく開く1 気室のカメ

軽量コンパクトなトラベル三脚で

ラ収納部は機材の一覧性に優れ

す。脚を 180°折りたたむことで、

出し入れが容易に行えます。またウ

コンパクト（38ｃｍ）に収納でき

ェストベルトをしっかり締めれば、
リュ

ます。インナーロックシステムを採

ックを地面に下ろさずに立ったまま

用し、スピーディーな伸縮、固定

機 材の出し入れが可能。レンズ交

が可能です。センターポールを逆

換時に作業台のようにも使え大変

向きに付けることで、

便利です。センターに配置された三

マクロ・ローアング

脚取り付け部は三脚の石突が下

ル 撮 影 に 対 応しま

に飛び出さない構造の為、三脚を

す。高精度な自由雲

取り付けた

台を搭載。カメラの

ままでもリュ

取り付けはアルカス

ックが自立

イス互換クイックシ

します。

す。
問

実勢価格

リュックを下ろさず、
機材の出し入れが
できます

株式会社
株式会社

株式会社
株式会社

旬 情 報発信所

（五十音順・2019年3月1日現在）

賛助企業
DNP フォトイメージングジャパン
PFU
T ポイント・ジャパン
浅沼商会
アビバ
アマナ
アルファパーチェス
市川ソフトラボラトリー
インプレス
岡村製作所
学研プラス
ケンコー・トキナー
サティスファクトリー
シグマ
シャレー志賀
新東通信
スーパーホテル
ゼネラルカメラサービス
タカギ・パックス
タムロン
ニコンイメージングジャパン
ニッポン放送
日本カメラ社

日本写真企画『フォトコン』
日本旅行
株式会社 バッファロー
株式会社 ビクセン
株式会社 ファースト
株式会社 ファミリーマート
株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ
株式会社 フランチャイズアドバンテージ
株式会社 フレームマン
株式会社 プレジデント社
株式会社 ホリプロ
株式会社 マイナビサポート
株式会社 旅行読売出版社
ARTROOM 出版
イメージビジョン株式会社
オリンパス株式会社
加賀ソルネット株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
クラブツーリズム株式会社
小松印刷株式会社
三協立山株式会社タテヤマアドバンス社
スターツコーポレートサービス株式会社
スリープログループ株式会社
セコム株式会社
綜合警備保障株式会社
ソニーマーケティング株式会社
千葉テレビ放送株式会社
株式会社
株式会社

と っ て お き が そ ろ い ま し た

ネ

タ

トーリ・ハン株式会社
日研テクノ株式会社
日刊スポーツ新聞社
日経ナショナル ジオグラフィック社
ニッシンジャパン株式会社
日本テレネット株式会社
ハクバ写真産業株式会社
パナソニック コンシューマー
マーケティング株式会社
フォトアドバイス株式会社
富士急行株式会社
富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
ベルボン株式会社
マイクロソフト株式会社
ヴァイテックイメージング株式会社
リコーイメージング株式会社

賛助団体
秋山庄太郎写真芸術館
公益社団法人 日本広告写真家協会
一般社団法人 TOKYO INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY
一般財団法人 ネイチャーズベストフォトグラフィーアジア
協力団体
国際文化カレッジ
公益社団法人 日本写真家協会
公益社団法人 日本写真協会
公益財団法人 日本野鳥の会
一般財団法人 休暇村協会
一般社団法人 日本写真文化協会
一般財団法人 年金受給者等健診事業支援協会
日本旅行写真家協会
公益財団法人

小型・軽量の大口径標準ズームレンズが、
主要 3 賞を受賞

中判ミラーレスに
レンジファインダー型のモデルが登場！

タムロン 28-75mm F/2.8 Di III RXD（Model A036）

FUJIFILM GFX 50R
中判ミラーレスデジタルカメラ「GFX シリーズ」の最新モデルとして、レンジファイ
ンダースタイルの
「FUJIFILM GFX 50R」
が登場しました。775gの軽量ボディで
「GFX
50S」よりも約 145g 軽く、
シンプルな操作性と機動性に優れているのが特徴です。
中判カメラでありながら、スナップやドキュメンタリーフォト、ポートレート分野の撮
影に最適です！

林 邦和さん

奥瀬 響子さん

ＧＦＸがお手
軽サイズに
なりました！

ソニー E マウントのフルサイズに対応した「28-75mm F/2.8」。

27,500 円（税別）

株式会社浅沼商会 商品お問い合わせ窓口
7 0120-665-993
http://www.asanumashoukai.co.jp/

株式会社

株式会社

ューを使用していま
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株式会社

PCC
賛助企業・団体の

NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部は
たくさんの賛助企業・団体のご支援を受けて
写真文化の普及に寄与しています

特別賛助企業
カメラのキタムラ＆スタジオマリオ
株式会社

10 年 目

問

定価 ￥26,200 ( 税別 )
カメラのキタムラ店頭取り扱い中

ハクバ写真産業株式会社
受注センター
☎ 0568-85-0898
http;//www.hakubaphoto.co.jp

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

820g と超軽量な X-Aircross1carbon は、ＧＷのご旅行にもピッタリ。

カメラリュックは山を撮りに行く為だけのバッグではありません。重い機

女性でも気軽に持ち運べるため、春の女子旅にも活躍します。高精度

材をバランス良く持ち運べるリュックは旅行から街中や公園の撮影会で

な自由雲台で、安心して撮影できますよ。

も大活躍。ショルダーバッグに比べて疲労が少ないことに驚くでしょう。

各 方 面 で 高く評 価され、 欧 州 で 権 威 の ある EISA アワード
「MIRRORLESS STANDARD ZOOM LENS 2018-2019」の受賞を始
め、「デジタルカメラグランプリ 2019」にて「総合金賞＜交換レンズ／ミ
ラーレス＞」を受賞。そして海外の大手レビューサイト DPReview にて
「Zoom Lens of The Year 2018」を受賞いたしました。

2018 年 11 月 29 日発売
問

富士フイルム FinePix サポートセンター
☎ 050-3786-1060

春 に撮影を楽しむとっておきネタ
春といえば、桜！ 花の色を再現するには、露出のコントロールがポイン

問 タムロンレンズ

お客様相談窓口 ナビダイヤル 0570-03-7070
受付時間 平日 9：00 ～ 17：00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）
※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます

ト。カメラ天面に露出補正ダイヤルを搭載している X シリーズなら、こ
のダイヤルを回すだけで、簡単に露出補正の設定ができます。
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写真を大切に保存

あなたも東京都美術館で作品を発表しませんか！

写真収納、保存ケース『写宝凾 ® 』PAT.

全国公募「第 23 回総合写真展」作品募集のお知らせ

写真収納・保存用ケース。
写 真を「お宝 」とされる
皆様方のお役に立ちます。

税抜価格（円）

プロの厳しい要求に応える
フラッグシップ大口径望遠ズームレンズ

公益財団法人 国際

おもいでばこ PD-1000S シリーズ

70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports

文 化カレッジでは、

平成は、世の中のデジタル化が急激に進んだ時代。お手持ちのデジタル

シグマから、オールラウンドに使

写真はすべて平成に撮影されたものではないでしょうか？ また、データの

える望遠レンズ、70-200mm が

本年 12 月に開催す

※バックシート付・袋入りは内寸
を参考にして下さい。
※各サイズ 1 個よりご注文でき
ます。
商品

平成に撮った写真をすっきり！
今こそ「デジタル大掃除」

◆日本製
内寸㎜

収納目安 ( 枚 )

巾×長さ×深さ

る全国規模の公募展
「第 23 回総合写真
展 」の作 品を募 集

A4

1550

215 × 305 × 35

100 ～ 110

中 で す。 本 展 は、

四切

1550

261 × 314 × 47

150 ～ 160

1997 年 に 第 1 回

四切ﾜｲﾄﾞ

1700

260 × 375 × 40

120 ～ 130

展を立ち上 げて以

半切

1800

363 × 441 × 20

50 ～ 60

A3 ノビ

1900

335 × 490 × 20

50 ～ 60

来、 年に一 度の開

全紙

2000

464 × 570 × 20

50 ～ 60

※送料は含まれていません。
※ 1 万円（税別）以上のご注文は送料無料です。

新発売

◆日本製

写真とマットの「はって・はがせる・のりがのこらない」専用特
殊シール
マット・台紙等を傷つけずキレイにはがせる。
発売記念価格 500 円 ( 税別 )
2019/4/1 から 600 円 ( 税別 )
シ ー ル の み 郵 送： 全 国 一 律
250 円 3 千円以上送料無料
◆ 商 品の詳 細、ご注 文、お支
払方法等はホームページをご覧下さい。

株式会社タカギ・パックス
〒 503-0854 岐阜県大垣市築捨町 5-61-10
7 0120-852-104
FAX 0584-89-7481
http://www.takagi-packs.jp/shahoukan/

問

でばこ」なら、内蔵する大容量のハー

大掃除にうってつけです。さらに、テレ
ビ画面で楽しんだり、スマホやパソコ

発売日：
シグマ用、キヤノン用 2018 年 12 月 14 日 ( 金 )
ニコン用 2019 年 2 月 22 日 ( 金 )
した。また、全方向の流し撮りに 希望小売価格（税別）：190,000 円
付属品：ケース、
ロック付花形フード（LH914-01）
対応する Intelligent OS を搭載。 付、三脚座組込み

前面にも撥水防汚コートを施しま

超音波モーター HSM による最新の高速 AF で、一瞬のシャッターチャンス

根本 将幸さん

に対応します。スポーツシーンだけでなく、報道、風景、ポートレートなど

ンからも自由にアクセスできるので、見

あらゆるシーンに最適です。

返す喜びも広がります。

間。 会 場は、 芸 術

問

前回展 内閣総理大臣賞「金沢」 山﨑 洸希さん

の殿堂「東京都美術

問

防滴構造を採用。さらにレンズ最

整理。写真や動画データのデジタル

会 期 は、12 月 4 日

力作をお寄せください。

環境でも安心して使えるよう防塵

思い出を整理
しましょう！

ドディスクに簡単に取り込んで、自動で

～ 11 日までの 8 日

展示されますよう、あなたもぜひとも

さわしい 1 本として、過酷な撮影

なっている方も多いのでは？ 「おもい

23 回目を迎えます。

の晴れの舞台でご自分の作品が堂々

発売しました。Sports ラインにふ

存先もばらばらで、
「ちゃんと整理でき
ている」と胸を張って言えない状態に

催を重ねて、今年で

館」（東京都台東区）ですので、こ

保存方法もプリントからデジタルに大きく変わった転換期です。データの保

■会期：12 月4 日（水）～ 11 日（水）
■会場：東京都美術館（東京都台東区）
■作品受付締切日：6 月25 日（火）必着分まで

※詳しい内容が分かる出品要項を無料で差し上げます。ご希望の方は、
カメラのキタムラ店頭のリーフレットか、お電話でご請求ください。
■要項請求締切日：6 月 10 日（月）必着分まで

公益財団法人国際文化カレッジ
☎ 03-3360-1224
https://shashinten.info/

問

株式会社バッファロー
http://omoidebako.jp

株式会社 シグマ
商品お問い合わせ窓口 7 0120-9977-88 受付時間 : 月〜土 9:00-18:00
※携帯電話・PHS をご利用の方は 044-989-7436 にご連絡ください。
※祝日および日曜日、年末年始、弊社休業日はお休みさせていただきます。

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

春。だんだんと暖かくなり、草木が色づき始め動物達が活動的になっ

今年は、
「平成最後の春」をテーマにして、写真を撮ってみましょう。

てくる季節です。望遠レンズを使って、屋外での撮影にチャレンジしてみ

平成の時代に思いをはせることができるシャッターチャンスが、たくさん

ましょう！前景・後景をぼかしながら構図に取り入れることで、これまで

身の回りにあるはずです。

と違った印象の写真を撮ることができますよ。

PCC
賛助企業・団体の

初心者からベテランまで
細やかな撮影指導

確かな技術であなたの
カメラライフをサポートします

自然とのふれあい写真教室 2019

センサークリーニング＋点検を
パック 6,250 円（税別）でご提供

2019 年 度 は

センサークリーニング出張サービス

LOHAS なホテルが浜松町に誕生

APA アワード 2019

第 6 回 カメラ祭り 開催！

スーパーホテル東京・浜松町が
２月２２日にグランドオープン

第 47 回公益社団法人日本広告写真家協会
公募展 展覧会

22 の休暇村で
開催を予定して
います。参加者
は 10 ～ 25 名
家協会のプロ写

ランまで丁寧な指導がとても好評です。撮影指
導はもちろんのこと、持ち込んだ写真や撮影で
撮った写真を講評するなど、「撮って、講評をも

カメラ修理業として４５年の実績を誇る日研テクノ

らって、修正していく」という上達の王道を行く

株式会社。デジタル一眼レフカメラのセンサーク

写真教室です。

リーニングに機能点検をプラスしたメンテナンス
パックをご提供します。当社は現存しないメーカ

問

休暇村協会
☎ 03-3845-8651
担当：岩脇

す。

問

日研テクノ株式会社（大阪・東京）
☎ :06-6538-0506

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

春 に撮影を楽しむとっておきネタ

19 年度の写真教室で撮った写真を休暇村

センサーにゴミが付着しているかをセルフチェッ

主催のフォトコンテストに応募できます。入

ク：F値を絞り込んで青空を撮影して見れば映像

選作には賞品があります。
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ーから最新カメラまで幅広く修理対応をしていま

SILKYPIX( シルキーピックス ) シリーズは今年で

東京・浜松町は

する「広告作品部門」と、写真家の新たな表

２０１９年２月２２日

現への挑戦を募集する「写真作品部門」の 2

に国内１33 店舗

部門の作品を展示。併設展として第十回『全

目のホテルとして

国学校図工・美術写真公募展』も展示します。

に黒い点が写りますので容易に発見できますよ。

4 月 20 日（土）
、21 日（日）の 2 日間、第 6

営地下鉄大門駅

回カメラ祭りを開催いたします。センサークリー

より徒歩約２分の

ニングは、株式会社ゼネラルカメラサービスが

好立地。羽田空

出張し、
その場でクリーニングいたします。他にも、

港、東 京 駅、銀

各メーカー様が多数参加するので、カメラもたく

座、新 宿、浅 草

試しいただける ” 体験版 ” をご用意していますの
https://silkypix.isl.co.jp/download/

当館より徒歩 5 分の旧芝離宮恩賜
庭園の他、ホテル周辺には数多くの
桜スポットがございます。

等の都内主要拠

点や観光名所へ最寄りの駅から乗り換えなしで向
かうことが可能です。ホテルのコンセプトでもある

■料金：ボディ外観清掃・ゼンサークリーニング

3,000 円
レンズ外観清掃 1,000 円（いずれも税込）
■実施店舗：カメラのキタムラ高松南店
問

カメラのキタムラ高松南店
☎ 087-867-3322

汎用 RAW 現像ソフトとして 710 種類以上のデ
ジタルカメラの RAW データに対応しています。

で 皆 様 の お 写 真 で 是 非 お 試 しくだ さい。

れるので、ぜひお越しください。

■時間：10:00 ～ 20:00

15 年目を迎える日本製の RAW 現像ソフトです。

下記サイトから全ての機能が 30 日間無料でお

さん展示されます。カメラセミナーも同時に行わ

■日程：4 月20 日（土）
、21 日（日）

簡単で使いやすい
日本製 RAW 現像ソフト
SILKYPIX Developer
Studio Pro9

り徒歩約４分、都

真家 2 名が講師を担当します。初心者からベテ

タ

実際の広告として世の中に流通した作品を募集

た。 浜 松 町 駅よ

参加費は 20000 円～

ネ

スーパーホテル

オープン致しまし

で日本 旅 行 写 真 2019 年 4 月より 2020 年 3 月まで

旬 情 報発信所

「LOHAS」とぐっすり眠れる空間を、
ぜひ一度「ス
ーパーホテル東京・浜松町」でご体感下さいませ。
問 スーパーホテル東京・浜松町

☎ 03-6361-9000
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/
hamamatsucho/

「SHUKUFUKU」5 枚組作品
佐藤祐介

■会期：2019 年 3 月 2 日（土）〜 3 月 17 日（日）
月曜休館
■会場：東京都写真美術館 地下一階展示室
（東京都目黒区三田 1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内）
■時 間：10：00 〜 18：00（ 木・ 金は 20：00 まで）
入館は閉館の 30 分前まで
■入場料：一般 /500 円
学生（高校生以上）・65 歳以上 /300 円
中学生以下 無料
問

公益社団法人日本広告写真家協会 事務局
☎ 03-5449-0580

パッケージ版：希望小売価格 34,020 円（税込）
問

株式会社 市川ソフトラボラトリー
SILKYPIX 事業部 営業課
☎ 043-296-8075
http://silkypix.com
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地域をこえて繋がれる楽しさ！

PCC全 国 交 流グループで

って
PCC会員にな
ープに
Facebook グル
？
参加しませんか

仲 間と写 真 談 義

PCC理事

松延健児

（まつのぶ・けんじ）

フォトカルチャー倶楽部（PCC）では、PCC会員限定でご覧いただけるインターネット上のページを開設して
います。写真投稿や毎週のフォトコンテストなど、全国の会員のみなさまが地域や時間を超えて楽しんでい
ます。ここでは、そんなFacebookグループのおすすめポイントをご紹介します。

おす
すめ

Point

1

自分の写真にコメントがもらえる

Facebookグループでは、自分の写真が投稿できたり、自分の写真にコメントがも
らえたりします。いつもは身近な人にしか見てもらえないあなたの作品も、多く
の人に見てもらえます。
おす
すめ

Point

2

全国の人と交流ができる

Facebookグループでつながっていれば、いつでもどこでも近況が確認でき、全国の写真好きと交流できます。仲間の作品を見る
ことは、自分の写真の幅を広げる「学びの場」になります。
おす
すめ

Point

3

かんたんにコンテストに参加できる

Facebookグループでは毎週、投稿するだけの写真コンテストを開催しています。
「いいね！」
ボタンを押したり、コメントをつけ
たりするだけで誰でも気軽に参加できます。
「いいね！」
の数が多い人がコンテスト入賞作品として発表されます。
おす
すめ

Point

4 メンバーの写真を見て写真が上達する

参加されている方から多く寄せられるのは「メンバーが投稿する写真を見て、構図や撮り方の勉強
ができる」という感想です。撮影地や、撮影する季節・時間なども参考になります。

グ ル ープ 参 加

/

者の声

◇家の中に居ながらにして（タブレットの場合は何処に居ても）様々なジャンルの写真を、あたかも展示会をハシゴしてい
るかの如く拝見できるのが良いですね。写真上達の基本は「観る」 事だと思いますので。良い写真から、そうでない写
真からも、色々と学べます。時々、投稿するのも楽しいです。
◇写真を投稿して全国の会員同士の交流ができ、同時に毎日多くの写真に出会える場です。撮影地や被写体の情報交換も
できます。写真に対する見方や撮影技術など、新しい視点の構図・作画構想
なども学習でき吸収できます。皆様の投稿を楽しみにお待ちしております。
◇皆さんのお写真に感動しこんな写真が撮りたい、撮ってみたいと思う日々です。
◇「自分の居場所」を見つけたっていう感触を持っています。見て楽しい、仲
間が増えて嬉しい、かつ写真も上達する気がしています。
◇PCCの全国交流グループに参加後いきなり入賞させて頂けたことが嬉しくて、
投稿コメントを通じて知り合った写真仲間が増えたことも感激!! 作品発表の
場があると普段の撮影にも気合いが入りますね。
◇Facebookを誤解していました。情報を発信する不安など色々ありましたが、
STEP１ Facebookの検索キーワード
人の写真を見るだけで楽しいものなんですね。新しい仲間との繋がりも増え
に「 P C C 全 国 交 流グ ル ープ 」
ています。
と入れて検索する
◇入門講座で知り合ったことがキッカケで、ほぼ毎日写真談義で情報交換をす
STEP2 PCC全国交流グループのトッ
るようになりました。Facebookに感謝です。
プページから、
「グループに参
加」のボタンをクリックする
STEP3
Facebookグループの週間コンテストの作品はP.36-37

申込フォームに必要事項を記
入する
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風景・絶景
部門

桜のある風景・夜景 など

水のある風景・花火 など

花・植物コース

里山・ふるさと など

自然コース

ペット＆動物コース

ネイチャー・
生き物
部門

秋の植物・冬の植物 など

昆虫・野鳥・水中の生き物 など

自慢のペット・動物園 など

人コース

自由コース

赤ちゃん＆こどもコース

春夏

日常・自由
部門

こどもの成長・赤ちゃん など

スポーツ・ポートレート など

応募〆

切

年
2019 月・祝

7月15
効
消印有
日

スナップ・乗り物 など

マンションお色直しフォトコンテスト

2019

自分にぴったりの部門はどれ？
得意ジャンルでコンテストに挑戦

こころの風景コース

第5回 マンション大規模修繕工事

「JAPAN PHOTO」は、応募総数が約３万点の
全国最大規模のフォトコンテスト。
９つあるコースから、あなたの得意ジャンルを見つけてください。
賞金・賞品総額は、300万円以上です。

自分に合う部門 に
応募する

「フォトコンテストに応募した

いけど、自分に合ったコースが

何なのか、今ひとつわからない」。

J
A
P
A
N
P
H

そんな悩みを抱いたことはあり

ま せ ん か？ 「

O
T
O

」は、３部門９コースが

夏の風景コース

あります。自分に合ったコース

3

を探して、応募してみてくださ

い。

また、 つの部門では、それ

ぞれ第一線で活躍する写真家が

審査員を務めます。初めてコン

テストに挑戦する人も、作品づ

くりのヒントが欲しい人も、作

春の風景コース

品の質を高め、もっと上を目指

したい人も、プロの写真家の意

J
A
P
A
N
P
H
O

見を聞きたい人も、ぜひご応募

く だ さ い。「

」は、応募者全員にチャンス

があります。あなたの可能性を

試してみませんか？

T
O

※当日

ちょっと
覗き見！

①修繕工事現場の365日
（春夏秋冬・朝昼晩・晴れの日・雨の日）
②職人さんの笑顔と真剣な表情
（職人さんはカッコイイ！）
③職人さんのモグモグタイム
（腹が減っては仕事はできぬ）
④ウチのマンション春夏秋冬
（居住者・近隣住民とのふれあい、行事）

田沼武能 一般社団法人 日本写真著作権協会 会長
渡辺澄晴 一般社団法人 日本写真作家協会 終身名誉会長
棚井文雄 一般社団法人 日本写真作家協会 副会長
大向哲夫 一般社団法人 日本写真作家協会 会員
国土交通省担当官
坂倉 徹 一般社団法人 マンション計画修繕施工協会 会長

⑤ペットも完成待ち
（ペットと修繕工事中マンション）
⑥街角の修繕工事
（修繕工事中のマンションのある風景）

［賞品］

［最優秀賞］
国土交通大臣賞
（1作品）賞状＋賞金10万円＋副賞
［特選］
土地・建設産業局長賞（1作品）賞状＋賞金5万円＋副賞
住宅局長賞
（1作品）賞状＋賞金5万円＋副賞
［入選］
（10作品）
賞状＋賞金1万円
主催：一般社団法人マンション計画修繕施工協会
（MKS）
後援：国土交通省、独立行政法人 都市再生機構、公益財団法人 マンション管理
センター、一般社団法人 マンション管理業協会、一般社団法人 日本マン
ション管理士会連合会、一般社団法人 マンションリフォーム技術協会、
NPO法人 全国マンション管理組合連合会、一般社団法人 日本フォトコ
ンテスト協会、NPO法人 フォトカルチャー倶楽部、カメラのキタムラ

ご応募・お問い合わせ

一般社団法人 マンション計画修繕施工協会 フォトコンテスト係
〒105-0003 東京都港区西新橋2-18-2 新橋NKKビル2F
TEL 03-5777-2521 FAX 03-5777-2522
Web応募はこちら→

マンション フォトコンテスト

検索
第４回 住宅局長賞「お散歩」江口瑞穂

プロの講評を受けて
作品づくりをしませんか？

PCC 会員特典

プライベート講評レッスン

プロの意見を作品づくりに取り入れられる

著名な写真家の先生方があなたの作品を丁寧にわか

[ ご応募・お問い合わせ ]

手伝いします。あなたの作品づくりを、あの先生とご一

【ご応募】

緒にいかがですか？ 講評を希望される写真プリントを３

応募用紙はカメラのキタムラの店頭・
ホームページにございます。必要事
項を記入の上作品の裏側に貼付けて、
お近くの店舗にお持ちください。
全国の店舗は カメラのキタムラ

2018年春夏 ネイチャー・生き物部門
グランプリ
「尾道の春」

検索

枚までお送りいただきます。後日、先生が講評コメントを
書いたプリントをご返送いたします。（丹地先生は講評内
容をＤＶＤに収録します）

お近くに店舗がない場合は下記へ
ご郵送ください。

少しでも大きく
プリントする

フォトコンテストで入賞する

ためのテクニックをご紹介。そ

れは、
大きくプリントすること。

大きい作品だと迫力が出て、審

査員は詳しく作品を鑑賞するこ

とができます。たとえいい写真

だったとしても、小さいプリン

トでは写真の良さが伝わらない

ことがあります。 人何点でも

応募できるので、自信があるもの

は大きくプリントして応募してみ

ましょう。入選する確率が高まり

ます。

作品は雑誌に掲載
自信作をお披露目できる

今回の入賞作品は写真雑誌『フ

ォ ト コ ン ラ イ フ』 で 紹 介 さ れ ま

す。プロの写真家の選評も一緒

に 掲 載 さ れ ま す。 自 分 の 作 品 に

どんなコメントがもらえたのか

は、読んでからのお楽しみです。

41

1

［審査委員］

［応募テーマ］

りやすく、今後の撮影アドバイスも含めた作品づくりをお

2018年 春 夏の 選 評
は、フォトコンライフ
No.76、No.77に掲
載予定です。
作者の猫に対する優しい眼差しがよく表れて
います。ハイキー調に仕上げたことが成功し
ていて、背景に山並みを入れて“尾道らしさ”を
表現している点もよいですね。
審査員：米 美知子先生

「大規模修繕工事を広く知ってもらいたい」
そんな思いで生まれたフォトコンテストです。
プリント、WEBどちらでも応募できます。

募集締め切り

2019年 5月8日
（水）

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1
日本生命新横浜ビル7F
株式会社キタムラ内
「JAPAN PHOTO 2019
春夏フォトコンテスト」事務局
【お問い合わせ】

カメラのキタムラ
お客さまなんでも相談室

秦 達夫先生

田邊和宜先生

☎ 050-3116-8888
カメラのキタムラHP
http://www.kitamura.jp

丹地敏明先生

※審査結果に関するお問い合わせにはお答え
いたしかねます

そのほか、沼田早苗先生、福田健太郎先生、山本 学先生の講評を受けられます。

●プリントサイズ
キャビネ・2L
●料金
7,000円
※会員限定特別価格／１回のご応募はお一人３点まで
●申込方法
応募票に必須事項を記入し、作品の裏面に貼りお申し込み下
さい。(３点すべて)応募作品はご希望の先生に専用用紙にて
講評して頂いた上でご返却致します。※作品返却は約１ヶ月
後となります。（先生の都合により返却が遅れることがあり
ますのでご了承下さい)
●お支払い方法
銀行振込または郵便小為替
《銀行振込の場合》
振込先：
みずほ銀行 新宿中央支店 普通 2808180
特定非営利活動法人フォトカルチャー倶楽部
《郵便小為替の場合》
7.000円分の郵便小為替を応募作品と同封してお送り下さい。
●送り先
〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 B1
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部事務局
プライベート講評レッスン係 行
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PCC 会員の力作を毎回公開
あなたも「いいね！」で参加

のどかな春を
感じるで賞

Facebook 写真館

「高原の春」
久保二郎さん

フォトカルチャー倶楽部（PCC）のFacebook全国交流グループで
開催している「PCC☆Weeklyわくわく写真コンテスト」の
作品をご紹介します。
『フォトライフ四季』編集部が独自の目線で賞を設定しました！

晴天に恵まれ、春霞もなく柔らかい春の光を感じな
がら、菜の花の彩りと小さな湖面の映り込みと、北
アルプスの残雪も一緒にいい感じに撮影しました。
①ペンタックス K3、②タムロン 28-300mm、③F11、
④1/100秒、⑤ISO200、⑥PLフィルター、
⑦長野県大町市中山高原、⑧2015.05.01

春の音が
聴こえてくるで賞

躍動感と迫力が伝わるで賞

「桜のトンネル」

「とりゃ～‼︎」

阪野直彦さん

奥田惠子さん
藤森神社の駈馬神事は、２回目の撮影でした。躍動感とパフォ
ーマンスを何とか流し撮りで表現したいと思いました。難しい
被写体でしたが、とても楽しいひと時でした。

素敵な背景が見つかったら主役を待つ。スマホ世代に
は分かるまい、恋人を待っている時の不安やドキドキ
感……。この時間も写真の醍醐味である。

①キヤノン 80Ｄ、②シグマ 18-300mm、③F18、④1/50秒、
⑤ISO640、⑦京都府京都市：藤森神社、⑧2018.05.05

①キヤノン EOS5D MarkⅢ、②EF 100-400mm f/4.5-5.6L
is Ⅱ USM、③F5.6、④1/1250秒、⑤ISO640、
⑦愛知県蒲郡市、⑧2018.03.11

九尺ふじで有名なお寺に写真仲間数名と撮影に行きました。
圧巻の数と長さ150cmほどの藤の花で、紫のシャワーに
しばしうっとり。着いた時には既に多くの撮影者がいて、
美しさを強調するには人が入らない方がいいと思い、下か
ら煽って地面ギリギリから撮影しました。
①オリンパス EM-1、②オリンパス 12-40mm、③F5.0、
④1/60秒、⑤ISO200、⑦兵庫県丹波市：白毫寺、⑧2018.04.30

43

①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO、⑥フィルター、⑦撮影地、⑧撮影日

撮影の技が
光っているで賞

「桜と星空の競演」
王鈺さん
桜と忠霊塔を少し明るく撮る為、月が背後から登る時間帯
を選び、比較明合成で桜とぐるぐる廻る星空の写真をチャ
レンジしました。北極星に向けての流れ星も一緒に収める
のはラッキーな出来事でした。
①キヤノン EOS 6D、②24mm F1.4 DG HSM Art、③F2.8、
④20秒×68枚の比較明合成、⑤ISO3200、
⑦山梨県富士吉田市：新倉山浅間公園 忠霊塔、⑧2018.04.08

藤の便りが
届いたで賞

「紫の薫風」
松本フジコさん
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NPO法人

フォトカルチャー倶楽部とは

フォトカルチャー倶楽部（PCC）では「みんなで新しい写真体験を！」をスローガンに
掲 げ、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。情 報 誌や写 真 教 室で学び、イベントで出 会 い、写 真 展や誌 面 上で見 せ
ることができます。
またさまざまな特典も受けられます。 プレミアム会員なら、撮影情報誌『フォトコン
ライフ』の年間購読がついて、とってもお得。P47をご覧ください。
皆さまのご入会をお待ちしております。

会員の皆さまからいただいた会費はＰＣＣの活動を通して
上記のような目的で大切に使われています

染み渡る朝日で賞

「朝日のあたる花畑」

春 の 風 、吹 く

内田喜隆さん

PCC 多事多忙録

小貝川ふるさと公園のポピー畑が見ごろになるころ、筑波山から太陽が
昇ります。ダイヤモンド筑波とポピー畑を合わせて撮りたくて出かけま
した。筑波山から覗く太陽の直射日光とポピー畑、その明暗差の大きさ
に苦労しました。
①ニコン D750、②タムロン 28-300mm ｆ3.5-6.3、③F22、④1/125秒、
⑤ISO200、⑥ハーフＮＤ（ＮＤ4とＮＤ8の２枚使用）、⑦茨城県下妻市、
⑧2018.05.22

1 月 11 日

大雪山の迫力写真を審査
世界一大雪山がきれいに見える町、北海道比布町が開
催した「第２回大雪山フォトグランプリ」の審査を行いま
した。PCC 理事の板見（左）と平嶋

2月4日

ナショナルジオグラフィック写真展表彰式

PCC 事務局に新たに加わった尾島です

写真家が自らのテーマを追求した作品を募集しています。
今回で第７回。左から PCC 尾島、日経ナショナル ジオ
グラフィック社中村社長、PCC のだまゆ

PCC のスローガンである「みんなで新しい写真体験を！」
を目指し、会員の皆さまと写真の世界を楽しく広げてい
きたいと思います。

皆さんの作品をお待ちしています
PCC 会員のみなさんでつくる『フォトライフ四季』に、

春の訪れを感じるで賞

「ウメジロの季節」
川島牧子さん
近所を散歩中、白梅にメジロを発見して何枚
か撮った中の一枚です。光の当りがよく、ハ
イキー効果が上手く出たようです。
①ニコン D90、②ニッコール 18-300mm、③F5.6、
④1/1000秒、⑤ISO640、⑧2018.03.07

お気に入りの写真を応募してください。
応募方法
プリントの場合：写真サイズ［はがきサイズ、2L サイズ］

写真の裏に必要事項
（※）
を貼付けてご応募ください。

データの場合：写真サイズ

［2MB 前後（350dpi で 10cm × 15cm 程度）
］

メールのタイトルに「フォトライフ四季掲載希望」
、
本文に必要事項を記入の上、ご送信ください。
※必要事項

①氏名 ( フリガナ ) ②〒住所③電話番号④希望のコ
ーナー ( 表紙、P1、P6 ～ 7) ⑤タイトル⑥撮影地
⑦ひとことコメント ( 撮影の工夫やエピソードなど )
109 号(6 月発刊 ) 掲載分は3 月29日( 金 )まで(テーマ: 夏 )
110 号 (9 月発刊 ) 掲載分は6 月28日( 金 )まで(テーマ: 秋 )
送り先
NPO 法人

フォトカルチャー倶楽部

「フォトライフ四季掲載希望」係
〒 102-0075

東京都千代田区三番町 1-5 B1

03-3230-2605
Eメール satsuei@npopcc.jp
※掲載可否は誌面での発表となりますのでご了承ください。
また、PCC ブログに掲載させていただく場合があります。

浮かび上がる桜が
幻想的で賞

「静寂の時」
長谷川敏之さん
一年前、ここへ撮影に行ったものの桜はほぼ終わっており、
撮影することはできず……。一年待って念願の伊根の一本
桜を撮影することができました。日が暮れていき、ライト
に照らされ浮かび上がっていく桜を時が静かに流れていく
のを感じながら撮影しました。
①ニコン D750、②ニッコール 70-200mm f/2.8G ED VR II、
③F8、④30秒、⑤ISO100、⑦京都府伊根町、⑧2018.03.30
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PCC全国交流グループの参加方法はP.38
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5

賛助企業の特典利用

特典その

情報誌『フォトライフ四季』プレゼント

3

●記念日スタジオ「スタジオマリオ」での撮影料と商品代のお
買上げ合計金額より 10％ OFF

作品発表の場、交流の場、情報満載の『フォトライフ四季』を年
４回ご自宅にお届けします

10

※着物レンタルは除く（他の割引との併用は不可）

●休暇村本館宿泊費・キャンプ場サイト利用料が 10％ OFF
● ALSOK 綜合警備保障のホームセキュリティご契約時、
５千円もしくは１万円キャッシュバック などなど

※詳しいご利用方法はＰＣＣホームページをご覧ください

6

特典その

著名写真家の個別講評レッスンも

2

講評してくださる写真家は、丹地敏明先生、沼田早苗先生、福
田健太郎先生、秦 達夫先生、田邊和宜先生、山本 学先生。全
国どこからでも 7,000 円（税込）でプリント 3 枚まで添削してくれ
ます

特典その

プリント商品・フィルムの10％割引
PCC 会員証のご提示で、全国カメラのキタムラでのプリント商品が
店頭価格より 10％割引になります

＊他の割引との併用は不可
＊店頭でお支払いされる場合のみ適用
＊ｅフォトブック、アトリエフォトブック、デザイナーズフォトブックの
デザイン料金は割引対象外

今回の
『フォトコンライフ』
のＤＶ

順光は桜に正面から光が当たるの

われますが、それは桜でも同じ。

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なります

Ｄに登場するのは、自然写真家の

で桜の輪郭がしっかりわかりシャー

もっときれいな桜を撮る方法

吉住志穂さん。埼玉県秩父市に

プに写ります。空の青さがよく出

いときは、順光で下から見上げる

ある羊山公園で桜の撮影方法につ

桜の撮影で重要なのは明るさ。

ように撮るといいでしょう。背景

付属 DVD 冬号

撮 りたい桜を 探 す 前に、 光を

読んで順光、逆光になるポジショ

ンから選ぶのも手です。撮りたい

桜があったら、一周回ってみるもの

よいでしょう。

このほかにもＤＶＤでは、標準ズ

ームレンズと望遠ズームレンズによ

る画角とポジションの選び方、き

れいなボケのクローズアップ写真の

コツや、桜と山など広い範囲を写

すときなどの応用をわかりやすく

●『フォトライフ四季』や『フォトコ
ンライフ』で自分の知らない写
真の知識が増えた。

吉住 志穂（よしずみ・しほ）

1979 年東京生まれ。日本写真芸術専門学
校を卒業後、写真家の竹内敏信氏に師事。
自然の「こころ」をテーマに、主に花のクロ
ーズアップ作品を撮影している。オフィシャル
ウェブ サ イト「Heartful Nature」http://
www.geocities.jp/shihoyoshizumi/

るので、桜の背景に青空を入れた

桜は白からピンクの淡い色なのでプ

の青空と白い花びらのコントラスト

●『フォトライフ四季』に自分の写
真が載って嬉しかった。

いて教えてもらいました。

ラス補正が基本、補正しないと色

●自分の写真を他の人に見せる機
会が増えた。それによって写真
も少し上達した気がする。

解説しています。続きは
『フォトコ

会員の声

ンライフ』
のＤＶＤをぜひご覧くだ

さい。

＊手数料不要

カメラのキタムラ店頭で

必要書類をご請求ください

口座自動振替払いで

＊手数料不要
＊毎年の更新手続き不要

ご入会後の住所の変更は電話でお知らせください

ウェブでお手続きが可能です
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クレジットカード払いで

フォトカルチャー倶楽部

ウェブでお手続きが可能です

blog http://blog.canpan.info/npopcc/

コンビニ振り込みで

http://www.npopcc.jp

必要書類をご請求ください

03-3230-2605

受付時間 10：00 ～ 18：00（土日祝は除く）

または

〒102-0075
東京都千代田区三番町1-5 B1

必要書類をご請求ください

フォトカルチャー倶楽部 事務局

郵便局振り込みで

特定非営利活動法人

お申し込みは

フォトカルチャー倶楽部へのご入会・お問い合わせ先

がとてもきれいに表現できます。

※入会時期により、お届けする号が変わります

の面積が広いと締まりのない写真

写 真 に対する「いいね！」
やコメントが励みになります

になってしまうため、逆光の時は

PCC 会 員 限 定 の
「Facebook PCC
全国交流グループ」
では、 撮った写 真
をもとに全国の会員
と交流できます

空の面積を少なめにして、花を中

会員限定のフェイスブックグループ
へ参加できる

見て学べる
DVDつき

心にフレーミングするようにしまし

4

※画像はイメージです。
実際のデザインとは異なります

背景をぼかしやすい望遠レンズで撮影。
きれいな背景ボケには、絞りや焦点距
離、ポジションや背景の選び方もポイン
トになる。

ょう。

双葉社刊の季刊誌、本体 1,340
円＋税を年間 4 冊ご自宅にお届
けします

が濁ってしまいます。ですが、明る

撮影情報誌
『フォトコンライフ』年間購読

逆光は順光のときより少し多めに

7

特典その

くしすぎて花びらが露出オーバーに

PCC では全国で撮影会や
イベントを開催中。一般の
方も参 加できる上、PCC
会員ならもっとお得に。詳
しいイベント情 報は PCC
ホームページにアクセスす
るか、P.24 ～ 30 参照

プラス補正をかけると花びらが透

2,500円で断然お得

全国の撮影会、写真教室に参加できる

ならないように、ライブビューを見

年会費の差額はたったの

けてきれいに見えますが、青空は

▲クリスタル
プリント各種

ながら設定するといいそうです。

プレミアム会員になると
特典1～6に加えて特典7も!!

特典その

特典その

4,000円

白っぽく写ってしまいます。白い空

3

▲デジカメプリント/
銀塩プリント各種

年会費

フォトコンライフでは、「JAPAN PHOTO2018 春夏」の入賞作品を掲載しています。審査員の講評も
掲載されているので、自分の写真ライフにも生かせるチャンスがあるかもしれません。

写真撮影では光が大切とよく言

▲フォトブック各種

PCCプレミアム会員は

プレミアム会員なら、撮影テクニック満載の雑誌がお手元に

特典その

著名な写真家の撮影術が１冊にギュッ

円

『フォトコンライフ』
を年４回お届け

1500

PCC会員は年会費

『フォトコンライフ』は、日本フォトコンテスト協会（ＪＰＯ）
監修の写真雑誌（双葉社発行）です。
最新号（ 月 日発刊）の中身を少しだけ覗いてみましょう。

会員特典

写真家・吉住志穂さんに密着

「プロはこう撮る 春編」
DVD 内では、桜撮影の基本から応用まで幅広く教え
てくれます。
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