つもる思い出 残す冬

ぬくもり伝わる冬を撮る
PCC 会員限定 「なかま展」

学び・見せる・出会いの場
写真家の道具論

すべてはペットたちに、
気持ちよく演じてもらうために
PCC 会員の腕自慢
カメラのキタムラフォトコンテスト 2011 春夏

「今」の風景を見つめ、記録する

写真年賀状コンテスト 作品募集

え、お年玉！？
賞金・賞品総額50万円相当

みんなで新しい写真体験を！
フォトカルチャー倶楽部（PCC）は会員の皆様のご支援で、
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
美しい地球を写そう! 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!

みんなの写真で表紙を飾ろう !
作品投稿お待ちしています。
（応募は→P48）
http://npopcc.jp

フォトカルチャー倶楽部

上の写真：
「氷柱と富士」

表紙：
「お食事中」

米山 賢さん（静岡県） 撮影地：山梨県富士河口湖町

浅間和夫さん（北海道） 撮影地：北海道札幌市

富士急行線の河口湖駅からレトロバスで約30分のとこ
ろにある西湖野鳥の森公園で撮影しました。
氷柱の「冷たさ」と冬の富士の「寒さ」「厳しさ」を表
現しました。

札幌市の円山原始林に生息するエゾリスです。相手は動
物なので、行動習性を知るため、その地に通いつめてい
ました。偶然、逆光の位置に移動したときに、降りだし
た雪と光で尾が輝く瞬間を撮れた、幸運な一枚です。

「よみうり風景写真コンテスト2010」より
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「カメラのキタムラフォトコンテスト2010秋冬」より

[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力
HASHI〈橋村奉臣〉
『一瞬の永遠』より

「GOLDFISH IN BOTTLE ON SNOW
- 独自の生活 -」
アメリカ、ニューヨーク
写真：HASHI
夕陽に照らされ輝く雪は、触れるもの全てを凍てつ
かせる。何気ない顔をして泳ぐ金魚。そのボトルの
水は、
どんなに冷たいことだろう。それでも金魚は、
じ っと春が来るのを待 つ か の よ う に 存 在 し て い
る。厳しい環境でも自分らしく生きている金魚を、
人の人生に置き換えて撮影した。
HASHI〈橋村奉臣〉
68年渡米。74 年NYにHASHIスタジオ設立、世界
の優良企業500社以上に広告写真を提供。近年は芸
術作品も制作、東京都写真美術館、国立西洋美術館
で個展。作品制作の傍ら2010年プロ育成のための
『HASHi 国際写真塾』創設。東京都写真美術館でも
『HASHi 国際写真塾』ワークショップを開始。
www.hashi-ipj.com
※この写真は「フォトライフ四季」ホームページhttp://www.kitamura.
jp/photo/shiki/にも掲載しています
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[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力
『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

ⓒ2011 Joel Sartore
/National Geographic

豊かな自然に恵まれたアフリカ
中部にあるウガンダのクイー
ン・エリザベス国立公園で、木
の上にたたずむライオン。世界
でも特に人口密度が高いこの地
域では、人と野生動物の間に衝
突が絶えない。
（
「ナショナル ジ
オグラフィック日本版」2011年
11月号より）http://www.nation
algeographic.jp/
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[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力

みんなでつくる『フォトライフ四季』
編集部が選んだ今月の2枚

さま よ

彷徨う獣の末路？

上：「雪の朝」
堀 恒夫さん（福島県）
撮影地：福島県喜多方市
それはまるで行き倒れた獣に雪が降り積もっているか
のようでした。これ、実は偶然できた雪形なんです。
決してつくりものでは表現できない、リアルな存在感
を持つ雪形に魅せられ、今では毎朝、偶然なる感動を
探しもとめています。
「カメラのキタムラフォトコンテスト2010秋冬」より

日本一のフォトコンテストは
365 日チャンスがあります
カメラのキタムラフォトコンテストは「365日フォ
トコンテスト」に名前をかえリニューアル。応募数
3万点を超える全国最大規模のフォトコンテストで
す。一般公募のほか、全国約1000店舗のカメラの
キタムラ店頭からもご応募いただけます。各コンテ
ストの上位入賞作品は、
本誌や『フォトコンライフ』
に随時掲載します。

7

右：「RED SNOW」
長野豊志さん（兵庫県）
撮影地：京都府南丹市 美山かやぶきの里
どんな絵を撮りたいか事前にイメージし、打ち上げの
瞬間に備え、明るいうちに撮影場所を探しました。一
瞬のシャッターチャンスを逃すことなく、ねらい通り
に撮れていた時は、
心の中でガッツポーズが出ました。
「カメラのキタムラフォトコンテスト2010秋冬」より
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カメラのキタムラフォトコンテスト
2011春夏

型にはまらず目を引くものが入賞する
（愛知県知多郡）

特選

（新潟県新潟市）

「早春賦」小山覚 さん

「盛春の輝き」須田茂樹 さん

準特選

テーマ：風景

カメラのキタムラフォトコンテスト 2011 春夏

「今」の風景を見つめ、記録する
四季折々のワンシーンを切りとって応募する「カメラのキタムラフォトコンテスト」。
約28,500点の応募の中から選ばれた上位作品は、どれも「今」を切りとったものばかりでした。

腕自慢部門

（福岡県遠賀郡）

「野火」西豊 さん

テーマ：風景

「夜空に踊る華」
菊地璋治さん（長野県長野市）

「浜辺の青春」

グランプリ

「雲上に咲く」岡本芳隆さん（神奈川県横須賀市）

藤村幸弘さん（香川県観音寺市）

総評：なにげない風景でも魅力的な場所はある

見る者が共感して感動できる、または動きを感じさせる楽しい作品

テーマ：人
特選

（愛媛県南宇和郡）

「初めての春」濱本秀雄 さん

準特選

審査員：竹内敏信氏
1943年、愛知県生まれ。主として35ミリ一眼レフカメラを駆使し、鋭敏な感覚
と的確なテクニックで自然の映像化に挑戦し続ける。写真展、
講演会など多数。
アマチュアの指導にも力を入れている。主な写真集に『山河照抄』
、
『大欧羅巴』
などがある。ＮＰＯ法人フォトカルチャー倶楽部顧問。

「可愛いね〜」青山和裕 さん

（神奈川県横浜市）

テーマ：人
グランプリ

「ファミリー」 藤岡清さん（福岡県筑後市）

（香川県高松市）

「少年と犬」高橋行雄 さん

総評：被写体の生活感や心情が見えるとおもしろい

「涼しぃ〜」
小林哲さん（北海道河西郡）

今年も、バリエーション豊かな作品が数多く集まりました。身近な被写体の中で撮
られた作品の中から、単純にかわいいとかきれいだとかというだけではなく、被写
体の生活感や心情までもが見えてくるような作品は魅力的です。見る側が共感し、
感動できるもの、写真ならではの光や動きを感じさせる楽しい作品が、今回は上位
に入りました。

「夏休み」
加藤利光さん（静岡県田方郡）

お店でプリントして作品をよりよいものにするこだわり

テーマ：自由

（岩手県盛岡市）

特選

（群馬県北群馬郡）

「佳き日」中島隆夫 さん

「３人がかり」平舘徹 さん

準特選

審査員：織作峰子氏
石川県生まれ。1981年度ミスユニバース日本代表に選ばれ、ニューヨーク大会
に出場。ミスユニバース任期中に写真家・大竹省二氏と出会い、1982年大竹省
二写真スタジオに入る。日本全国や世界各地で写真展を多数開催するかたわら、
テレビや講演に幅広く活動中。

テーマ：自由
グランプリ

「斜光」金山寛治さん（愛知県西尾市）
総評：作者の心が感じられる個性的な作品

（大阪府枚方市）

「空中から今晩わ」妹尾豊 さん

9

型にはまらず構図などで目を引くものが、今回は多く上位に入賞しています。
10年20年と時が流れれば、今こうして当たり前にある自然風景にも変化がある
かもしれません。だからこそ「今」の風景を見つめ、記録してほしい。もちろん
それは街の風景にも、人々の暮らしにもいえることです。なにげない風景でも魅
力ある場所はたくさんあるものです。それを我々で大切に守っていきましょう。

今回の入選作品はそれぞれ個性的で魅力ある作品がそろったと思っています。ま
た、今年の応募作品はレベルが高く、作者の心を読みながら楽しんで審査させて
いただきました。ひとつ強く感じたことは、ホームプリントの方に銀塩プリント
を一度試していただきたいということ。プリントの種類であなたの写真作品が上
質な変化をすることを学んでほしいからです。

うた

「詩のある街」

二木孝雄さん（東京都八王子市）

「盆踊りの日」

高橋真一さん（秋田県秋田市）

審査員：丹地敏明氏
広島県生まれ。風景写真を中心に、民家、伝統工芸、職人、刀剣などへの関心も
高く、撮影対象は多岐に渡っている。丹地敏明写真集『沖縄』(主婦と生活社)、
「美
しい日本 四季の名景」（日本写真企画）など多数。NPO法人フォトカルチャー倶
楽部顧問。丹地敏明公式サイトhttp://www.toshi-tanji.com/
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カメラのキタムラフォトコンテスト
2010秋冬

普段から観察をして、オリジナルな写真を撮る

撮ったあと、タイトルづけとプリントまで気を配る

腕だめし部門

テーマ：自由

テーマ：自然

テーマ：こども＆赤ちゃん

グランプリ

グランプリ

「卒業だぁーっ！！」

グランプリ

「びよーん」

小川紗矢佳さん（新潟県新潟市）

（いきもの・草木）

「人なつこい ウミガメ」

真嶋武さん（大阪府茨木市）

渡邉貴之さん（栃木県宇都宮市）

テーマ：旅
グランプリ

総評：オリジナルなイメージを持って撮る

総評：ふだんからまめに撮るのが大切

総評：生き物の持つ魅力を引き出す

バラエティに富んだ作品が集まって、楽しい審査でし
た。写真のうまさだけではなく、新鮮さ、目線のおも
しろさを重視して、オリジナルなイメージを持って撮
影しているものを選びました。

普段の生活の中でこどもの表情をねらった作品が多
く、家族でなければ撮れない愛情あふれる作品が多
く見られました。そして普段からまめに撮ってらっ
しゃるのがよくわかります。

非常にバラエティに富み、レベルの高い作品が多く
見られました。自然という無限にある題材の中から
自分なりの題材を見つけ、生き物の持つ魅力を引き
出すような写真を撮ることを期待します。

審査員：川合麻紀氏
雑貨、子供、ペットフォトなどオールマイティー。写真
教室、写真雑誌執筆など、わかりやすい写真指導でも
人気。http://kawaiphoto.cocolog-nifty.com/blog/

審査員：沼田早苗氏
1978年にフリーランスとなる。「財界」「ヨミウリ
ウィークリー」の表紙撮影、商業写真、取材撮影な
どを手がける。

審査員：海野和男氏
昆虫を中心とする自然写真家。著書「昆虫の擬態」
（平凡社）は1994年日本写真協会年度賞受賞。主な
著作に「蝶の飛ぶ風景」
（平凡社）など。

総評：ペットだけの作品をもっと見たい

総評：撮ったときの気持ちをタイトルにつける

今回も人間とペットが一緒に写った作品がグランプリをとりました。ペットだ
けでグランプリをとっていただくような作品もそろそろ見たいです。ホームプ
リントは他と比べて弱く感じてしまうので、しっかりしたお店プリントを使い
ましょう。それもA4サイズにした方がよいと思います。

上位入賞の作品は、タイトルが素敵で完成度が高く、とても惹かれました。全
体的にタイトルをもう少し工夫しましょう。写真に写っていない気持ちなどタ
イトルにしてみてください。より上位に入ってくる作品が増えると思います。

（富山県中新川郡）

（沖縄県浦添市）

（奈良県橿原市）

「ボクはレスキュー犬！」 「秋深し」
竹島聖美さん（三重県名張市） 大竹由美子さん（埼玉県入間市）

（滋賀県彦根市）

「チョット一休み」
蒲原宏幸 さん
（福島県大宰府市）

「もう いいっ！」
リオン春奈 さん

（沖縄県中頭郡）

「初めての春」
新関浩さん（神奈川県川崎市）

「旅の宿で孫たちと」 「珍しい観光客」
山本秀樹 さん
福益大介 さん

（福岡県中間市）

準特選
（千葉県南房総市）

「ちょっと一休み」
中井教雄さん

「途中下車」

「オアシスに向かって」
鈴木雅博さん

「新しい世界」
冨尾宝史 さん（大阪府和泉市）

「風をきって
ぶらんこするよ」
松本恵利子 さん

（兵庫県姫路市）

「逆立ち」
安達佳子さん

特選

」

山村智行さん（長野県北安曇郡）

準特選
「煌めく季節」
上村眞生さん

「人間観覧車

「ほら あそこ」

佐々木宏紀 さん

（広島県広島市）

木山聡美さん（三重県南牟婁郡）

準特選

福田康昭 さん

（奈良県北葛城郡）

「ミラー攻撃」

村上香恵 さん

「入学式」
小川信子 さん

（千葉県千葉市）

関口智久 さん

「出番を待つ踊り子達」

（大阪府堺市）
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準特選

審査員：杉本恭子氏
東京都出身。2003年フリーとなり、名古屋や東京を中心に写真教室や撮影会を実
施して写真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）他多数がある。

!!

「は〜い！」
準特選

小島千尋さん（神奈川県厚木市）

特選

（愛媛県今治市）

」
Jump

!!

「迷宮への入口」

猪狩誠さん（福島県いわき市）

審査員：増田勝正氏
1945年東京都出身。犬、猫、ペット専門の動物カメラマンとして30年以上従
事。犬、猫のスタンダードや歴史、使役犬、生態、行動などに造詣が深い。

「ママとの想い出 」

松江潤 さん

（北海道北広島市）

「水かけまつり
大好き」

多和裕二 さん

（東京都江戸川区）

特選

「変身
失敗だプー」

廣濱隆文 さん

石﨑和枝 さん

（宮崎県都城市）

特選

（茨城県水戸市）

三島吉人 さん

「魅惑の花園」 「サクラ

（静岡県浜松市）

特選

グランプリ

テーマ：ペット

「愛情」

10

冬

夫婦で撮った、

の表情

PCC会員から寄せられた、冬の表情。
雪山を遠景にとらえる、氷をアップで写す、雪がつくりだした結晶を前にたたずむ人…。
今回は夫婦で撮影に出かけている床島央明さん、道子さんにスポットを当て、
ふたりで楽しむ写真生活についてうかがました。

っています。家内は私と撮影に行くのが常。

床島央明さん、道子さん

ふたりで撮影に行くようになったのは、
フィルムでもデジカメでも、撮ったデータ

今月のいぶし銀

年ぐらい前に写真教室を立ち上げたとき。

てからです。撮影旅行もひとりだと遠慮が

が趣味ではなかった家内を教室に加入させ

メンバーを集めるために、それまでは写真
しています。

緒に見ながら、どうすればよくなるか相談

をパソコンに取り入れて、画像拡大して一

この冬は釧路湿原の朝日を浴びた鶴を撮

「氷点下の森

氷渓散策」床島央明さん

「岸壁白化粧

大山三の沢」床島道子さん

「砂糖の国」桑沢浩一さん
なかま展（→P28）より
「峠の朝」安田幸治さん

いりますが、同じ趣味ですと二人で気がね
いですね。
（央明さん・談）

「 フ ォ ト ラ イ フ 四 季 」 で は、PCC会 員 の 皆 さ
ん の 作 品 を 募 集 し て い ま す。 次 号 の テ ー マ は
「春」
。応募は→P
48

りたいです。もちろん夫婦そろって行きた

普段はネイチャーや花、子どもなどを撮
「雪中」川瀬陽一さん
「ほころび」光川十洋さん

なく行けますので、よかったと思っています。

ほかにもまだある PCC 会員の腕自慢

PCC 会員の
腕自慢
15
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カメラ

プロが教えてくれた

本体はニコンD3sのみ。
望遠レンズを中心に、用
途によってレンズを使い
分けます

お役立ちあれこれ

ペット用おもちゃ

服装

軽装が多いです。撮影の
際は余計な荷物を持ちま
せん

地面に腹ばいになって撮影することがほとんど。そのやさ
しいまなざしは、「動物たちのいきいきとした表情」をと
らえるハンターのよう

体制

撮影小道具

基本体制は低く身構えま
す。ときには寝転がって
撮影することも

小道具を使うことで、色彩が加わり、イメージが豊
かになります。でも、使いすぎると、写真が作為的
になるので注意が必要です。あくまで主役を引き立
てる脇役と考えましょう。ちなみに、小道具は奥様
が、輸入雑貨店やホームセンターに出かけては、使
えそうなものを買ってくるそうです。

撮影アシスタント

プロの金言

逆光の中でペットの毛並みを輝かせる

子犬の下にある青地の布は撮影をアシスタントする奥様の
足。子犬たちも親しんでいる奥様に安心したのか、今にも
寝てしまいそう

ペットの撮影は、動物たちからはなれると、勝手に
動き回ってしまうため、カメラマンひとりではとても
困難。そこで頼りになるのが、いつもモデルのそば
にいてくれるアシスタント。ペットの心理や健康状
態を知り尽くし、増田さんとツーカーの仲で行動で
きる奥様の協力なくして、傑作は生まれません。

「ペットの毛並みと、その輪郭を美しく輝かせるために、私は逆光を選んで撮影しま
す。順光で撮ると、光がまんべんなく当たるため、芝生のグリーンなどが立体的に写
らずのっぺりと平坦な印象の写真になってしまうのです。しかし、逆光での撮影も難
しく、レンズに直接、光が当たることでフレアやゴーストといった現象が起こりやすく
なります。私は、市販のレンズフードの上に、自分でつくった黒いゴム製のフードをと
りつけ、よけいな光の侵入を防ぐようにしています」

今回はペット写真家の増田勝正さん。
ペットの表情をとらえるヒントを聞きました。
プロ写真家愛用の機材や、
撮影に便利なアイテムを見せてもらい、
撮影のコツもうかがいました。

ペットの関心を引くのに役立ちます。おもちゃのな
かに、好物のエサをしのばせておいて、遊んでいる
様子を撮ることも。音が鳴るおもちゃの場合は、音
がどれも似ているため、慣れてしまうこともありま
す。そんなとき、増田さんは裏声を出したり、舌を
ならしたりして、注意を引きつけるそうです。

【カメラボディ】ニコンD3s【交換レンズ】ニコン Ai AF ニッコール 20mm
f/2.8D ニコン AF-I ニッコール 300mm 1:2.8D(増田さん特製のレンズフード
着用) ニコン AF-S VR マイクロニッコール 105mm f/2.8G IF-ED ニコン Ai
AFマイクロニッコール 200mm f/4D IF-ED ニコン AF ニッコール 24-85mm
F2.8-4D (IF) ニコンAF-S VR ズームニッコール ED 70-200mm F2.8G(IF)【そ
の他】スピードライトSB-800、パワーアシストパックSD-8A、三脚（ローアン
グルでの撮影を可能にするため、ジッツオの三脚に、ハスキーの雲台を取り付け
て使用）、CFカード（8GB×2枚）、予備電池、レンズクロス、ブロアーなど。
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思い出を
つくる
道具たち

撮影機材＆持ち物リスト

Vol.3

増田勝正

すべてはペットたちに、気持ちよく演じてもらうために

限にまとめられているのは、ペ

ットたちにプレッシャーを与え

ず、気持ちよく演じてもらいた

いという気づかいがあるからな

ペットを飽きさせないため、
撮影は早く終わらせる

「あ〜ダメダメ。モデルさんが

は単焦点。動いている被写体を

んですね。

追うときは、ズームレンズを使

動いちゃうよ〜！」

そんな苦労をおもしろがるかの

ったほうが楽ですが、増田さん

芝生がしきつめられたお庭に

ように、ちょこちょこと動き回

の場合は表情をアップでとらえ

響く、増田さんの声。そのたび

る子犬たち。最後はしかたなく、

ることが多いため、最短撮影距

カメラの位置をペットの
目線の高さに合わせる

芝生の上に座った奥様の足に寄

離が短く、より被写体に近づい

に撮影アシスタントをしている

りかからせて撮影しました。背

て撮影することができるマイク

奥様が、子犬を抱き上げ、言い

景をぼかしてフレーミングを工

ロレンズをメインに用いていま

使用するレンズは、基本的に

夫したことで、デニム生地のジ

30

聞かせるようになだめています。

ーンズが写真にうまく調和した

て持たないといいます。その理

す。ただし、常用レンズはあえ

のベテランコンビです。

由は…。

年

「とにかく撮影は、早く終わら

「同じ焦点距離を使っていると、

作品になりました。さすが

せることを心がけています。撮

撮影でつねに心がけているこ

似たような写真ばかりになって

とは、カメラアングルをペット

影が長引くと、ペットたちも飽

撮影者があわただしく動き回る

の目線の高さまで下げること。

しまうからです。必要に応じて、

と、ペットも落ち着かなくなっ

カメラの位置を下げると、動物

きてしまって、目の輝きが失わ

てしまうそうです。なるほど、

いれば、撮影距離はだいたい

１０５ミリ、２００ミリ、３０

増田さんの撮影機材が必要最低

メートル。モデルが動いてしま

れますからね」

たちのいきいきとした表情をと

うたびに、カメラマンが立ち上

20

ミリの超広

らえることができるからです。

がって戻っていては、時間がか

角レンズなどを使い分けていま

増 田 さ ん い わ く、
「本当は穴を

０ミリ、ときには

掘って、そのなかに入って撮影

かりすぎてしまいます。それに

カメラの前でペットたちに自

したい」そうですが、実際はそ

ウチのペットの場合は、飼主で

す」

うはいかず、ほとんどの場合、

ある私にくっついてきてしまう

然に振る舞ってもらうためには、

地面に腹ばいになって撮影して

から、いつまでたってもシャッ

4

大きな音を立てない配慮も大切。

いるそうです。三脚も、地上す

ターを押せません（笑）」

増田さんが世界一優秀なアシ

スタントだと断言する奥様は、

れすれの高さにカメラを固定で

きるように特別仕様のものを使

用しています。
ペットのすべてを知り尽くした

スペシャリスト。動物たちをな

境をととのえていきます。その

だめたり、あやしたり、はげま

ペットの撮影は、アシスタン

存在感は裏方というよりも、ま

したりして、テキパキと撮影環

トの協力が不可欠です。なぜな

るで撮影監督。読者の皆さんも、

撮影アシスタントの
協力が不可欠

ら、つねにモデルのそばにいて、

息のあった家族の力を借りてペ

15

位置や動きを調整する必要があ

増田勝正（ますだ・かつまさ）
1945年、東京都生まれ。愛犬雑誌のカメラマンを経てフ
リーに。犬、猫、その他ペットの写真を30年以上撮り続
けている。アイメイト（盲導犬）協会のボランティア活
動にも参加。みずからも犬や猫の繁殖、育成にかかわっ
ている。現在、バーニーズ・マウンテン・ドッグ、スピッ
ツ、ジャック・ラッセル・テリア、マルチーズなどの犬、
アメリカン・ショートヘアー、エキゾチック、スコティッ
シュ・フォールドなどの猫、ウサギといっしょに生活中。

ット撮影にのぞんでみてはいか

このカレンダーを抽選でPCC会員12名様にプレゼントしま
す。官製はがきに①氏名②住所③電話番号④会員番号⑤『フ
ォトライフ四季』
、PCCでやってほしいことを記入の上ご応募
ください。
応募先：NPO法人 フォトカルチャー倶楽部「ペットカレンダ
ープレゼント」係
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-20-205
応募期限：2011年12月31日(当日消印有効)
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
プレゼントの種類は選べませんのでご了承ください。

るからです。

PCC 会員限定プレゼント！

がでしょうか。

2012年度 ペットカレンダー

「３００ミリのレンズを使って

増田さん撮影

14

思い出を
残す
新方法

思い出シリーズ 2

「TOKYOウォーク2011」（→P39）に参加したときに、フォトインストラクターと撮っ
たもの。参加者の人たちとお互いの写真をやりとり

家族写真も、いつでも

思い出を自慢、共有する

一緒に過ごした時間を見られる
マイフォトボックス

見られます

PCC事務局でパーティー。次の日、事務所で「こんなこ
ともあったね」と盛り上がりました

人に見せたい写真ランキング

親しい人と撮った写真は、その人との共通の思い出になります。そ

れるようになりました。

槍ヶ岳の写真は、家族全員

での登山記念にフォト本にし

の話題が出たときに、さっと写真が出てくると、もっと話が盛り上が

デジカメのデータも、
スマホのデータも
一緒に保存

るでしょう。そんなときに役立つサービスがありました。

事務局

C

ＰＣＣに届いたメール

P

写真教室で出会った仲間たちと撮った写真を
一緒に見る機会があればいいなと思うのですが、
プリントアウトした写真がばらばらになってしまうので困ります。

こんにちは。 Ｃ

38

の だ ま ゆ こ と 野 田 で す。（ の

だまゆの活動は↓Ｐ ）写真

載せる写真を選ぶときも、家

22

）

家族と行った槍ヶ岳。妹が

族と画面を見ながら一緒にわ

だ

b

ま し た。（ フ ォ ト 本 ↓ Ｐ

のこと、とっても素敵ですね。

撮った写真を、インターネッ

W

仲間と撮影を楽しんでいると

私も、家族や友達といろい

いわい。保存場所が ｅ

と離れている友達とも同じよ

ですね。

ト上のアルバムにアップして、

私も見られるようにしてもら

C

ろなところへ行って、写真を

撮っています。一緒に行った

P

特別賛助企業の

だ

うに写真を見られるのがいい

D

Ｃ

カメラやパソコンやＣ

いました。いつも使っている

カメラのキタムラが行ってい

けでなく、ネット上にデータ

があればもしものときでも写

真を守ることができます。私

D

のは、

すのは、意外と手間がかかる

る「マイフォトボックス」。料

10

人へ写真をプリントアウトし

し、ほかの人からもらった写

金 も 安 く な り、 保 存 容 量

まで月々３９０円で利用

B

たり、Ｃ に焼いたりして渡

真を自分の写真と一緒にして

Ｇ

の活

C

管理できないのが悩みですよ

P

Ｃ

マイフォトボックス

ていきたいです。

キタムラ

http://www.kitamura.jp

アップロードしたアルバムは、「友人に
知らせる」機能を使って、かんたんに見
せたい人へお知らせすることができま
す。メールアドレスを登録するだけなの
で、面倒な手続きは必要ありません。

上にまとめら

詳しくは

アルバムは
公開できる

も、これからもっとたくさん

4.

アルバム一覧で
管理

b

できます。デジカメのデータ

3.

W

動で出会った人たちと共有し

ネット会員登録をすれば、誰でも利用可
能。登録するとマイフォトボックスのほ
かにも、デジカメプリントや、フォトブ
ックの注文もできます。

ね。

まずは会員登録

カメラのキタムラホームページ内で「マ
イフォトボックス」を検索。写真保管サ
ービスの「マイフォトボックスご利用は
コチラ」をクリック。ログインして自分
のアルバムへアクセスします。

「新規アルバム作成」で新しいアルバム
をつくります。名前とコメントを入れた
ら、アルバムが作成されるので、そこに
写真をアップします。
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2.

の写真を撮って、

アクセス

すべてを ｅ

1.

※マイフォトボックスのサービス内容は、2011年11月１日現在のものです

だけでなく、スマホの写真も

友人のベストショット

そこで私はインターネット

3位

保存できるので、撮った写真

すごいところに行った自慢

スマートフォン（iPhone、And
roid）用の無料アプリをダウン
ロードすればマイフォトボック
スに保存した画像データをい
つでも気軽に楽しむことができ
ます。

写真保管サービスを利用して

2位

思い出づくり研究所が調査
したアンケート。子どもが生
まれたとき、お宮参りや七五
三などの写真を見せたいと
いうのが人気でした。
「こん
なところ行ったよ」と自慢し
たい人も。

います。

子どもの写真（生まれたとき、七五三）

マイフォトボックスの使い方

スマホのアプリでも
マイフォトボックスが登場

（思い出づくり研究所調べ）

1位

家族で槍ヶ岳登山に行ったときの写真
をフォト本に。Web上に日頃撮った
写真を保存しておくと、選ぶのも簡単

16

旅立ちの日 最後の思い出を残す

卒業式のすべてを
フォトブックに
事前準備はしっかりと
バッテリーの充電
忘れずに

冬休みが終わると、卒業をひかえた子どもたちはなんとなくそ
わそわ。通いなれた校舎での残り少ない生活を楽しんでいるので
はないでしょうか。最後の晴れ舞台、卒業式で失敗しないコツと、

かり肘を固定すれば、手ぶれ

三脚使用禁止の場合は、しっ

三脚を使うようにしましょう。

す。手ぶれが起きやすいので

て雰囲気のある写真になりま

遠くから撮れば、背景がぼけ

りません。望遠レンズを使い、

ポジションが取れるとはかぎ

は広いので、必ずしもベスト

いよいよ卒業式本番。会場

望遠レンズで撮影

喜んでもらえます。

なものが学校にあった！」と

て 振 り 返 る と き に も、「 こ ん

思い出をずっと残しておく方法をお伝えします。

卒業式は１度しかありませ
しき

ん。事前にしっかり準備はし
し だい

ましょう。ポイントは、①式
次第を確認しておく（シャッ
ターチャンスのめぼしをつけ
る）
、②デジカメの操作音を
切る、③デジカメは望遠レン
ズの用意と高感度設定をする、
④バッテリーの充電を忘れず
に、の４つです。当日あわて
ないためにも、前日までに準
を防ぐことができます。
こうして撮った思い出をフ
ォトブックで残しておけば、
特別賛助企業の

いつでも振り返ることができ
ます。 Ｃ
カメラのキタムラなら、フォ
トブックを自宅からインター
ネットを使って注文できます。
お友達の分も一緒につくって
みませんか。

3150円が無料になったり、

きたいので期間中は撮影料金

着替えられるので、１枚は制

ます。衣装は何回でも無料で

い衣装もたくさんそろってい

さらに、この時期なら卒業

キタムラ フォトブック
電話番号をよくお確かめください

備をして、心の余裕を持って
おくことも大切です。

学校のあちこちを撮る
当日、会場に行く前に、校
舎の中も撮影しておきましょ
う。卒業式の看板や、教室、
時間割、ランドセル…学校に
あるものすべてが思い出にな
ります。子どもが大きくなっ

新たな場所へ向かう 最初の思い出を残す
入学・入園の撮影なんてまだ早いと思っている方、実は今がチ
ャンスなんです。春休みや新学期ではもう遅い、今だけの特典を

利用金額に応じてプレゼント

服で、もう１枚はドレスで、

見つけてきました。

があったりとお得なサービス

という楽しみ方もできます。

制服とドレス
楽しみ方２倍
スタジオなので新しい制服
での撮影はもちろん、かわい

卒業と入学の
記念写真を
一緒に撮れる

がいっぱいです。

入学・入園の笑顔を
スタジオで撮る
３月は卒業、４月は入学、
どちらも準備が大変。主役の
子どものために早めに撮影を
済ませるのはいかがでしょう
か。
PCC 特 別 賛 助 企 業 の ス
タジオマリオでは、２月から
入園・入学の早撮りキャンペ
ーンを実施中。スタジオが混
み合っていない時期に、たく
さんの思い出を残していただ

の記念写真も一緒に、２度の
記念撮影ができます。

お客さまなんでも相談室

http://www.kitamura-jp

☎050-3033-0066
スタジオマリオ

年３回、スタジオマリオのフリ
ーマガジン。全国のスタジオマ
リオでもらえます
http://www.studio-mario.jp

3.まとめて何冊もつくれます
種類も豊富、

インターネットなら自宅から

店頭の受付機で簡単に

2. 注文できます
1. 注文できます
※店舗により衣装は異なります。詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

卒業式はフォトブックに
お買い上げ金額に応じて

3.プレゼントあり
2. 撮影者にもれなく特典あり
1. 撮影料金が無料

卒業と入学の制服や衣装を
両方持っていって、スタジオ
でいっぺんに撮影しておけば、
入学の時期は新しい学校で、
新しいお友達と一緒に外で撮
影するだけ。式の当日の撮影
で子どもが疲れてしまうよう
なこともなく、お父さんお母
さんも安心ですね。
サービスの詳細は、お近く
のスタジオマリオまでお問合
わせください。

ここがお得

C

校舎内に飾られているものは写真に撮っておこう
校舎そのものも、月日が経ったら思い出のひとつに

スタジオマリオの入園・入学早撮り

P

「卒業証書授与」遠藤裕司さん
カメラのキタムラフォトコンテスト入賞作品より

18
19

スタジオならではの楽しみもたくさん
ご家族いっしょに撮影できます

思い出の
残し方
２通り

思い出シリーズ 3

フォトブックの相談は

思い出
発見講座

街中すべてが写真の主役

ですね。

編

【すきーじょう】

とができます。雪がグレーにならないように露出補正を調整しましょ
う。足元に雲がある、地上では撮れない写真に挑戦してみましょう。

寒 さ も 忘 れ て シ ャ ッ タ ー を 切 り 続 け る。 そ う い う 時
間って楽しいですよね。空気が透き通ったようす、冬だ

【てつどう】

からこそ出せるあたたかさ。冬も“カメラの目”で散歩
してみましょう。

鉄道
車窓の景色

乗り慣れた電車や旅行の移動中に気軽に撮影。自
分の目に映った情景がよみがえるような写真にな
ります。

駅

一瞬 をどう 切 り 取る
撮ってみましょう。

か。 普 段 通 る 駅 を

く電車、
ゆっくり動く

この写 真では早く 動
人、動くことのない駅。
を ド ラマティックに

さまざまなスピード
表現しています。

【やさい】

野菜だけのフォトブックにしてみるのもおもしろそうです。

しくいただけるところもよいですね。野菜をたくさん撮って、

を撮る。手軽に撮れるところが魅力的です。撮ったあとはおい

質感や色の特徴、野菜が持つみずみずしさを活かして旬の野菜

野菜

体だからこそ、どう撮るか、何を入れるかがポイント

ミラーやガラスに映る富士山。誰が見てもわかる被写

車のミラー

第３回

冬

被写体大辞典

３６５日フォトコンテストでは新たなテーマとして「富士山」
「鉄道」が
加わりました。どち ら の テ ー マ も 、 そ れ を 専 門 に 撮 影 す る 人 が 多 い で す
が、「被写体大事典」ではちょっとおもしろい撮り方をご紹介します。

【ふじさん】

３６５日フォトコン テ ス ト → Ｐ

富士山
街中

この写真の撮影は横浜です。思わぬところで富士山を見つけると、普段
中の水分が少ないため冬の夕暮れは横浜からも富士山がくっきり見え

以上にうれしくなってしまうのは、日本人の心なのでしょうか。
「空気
ます。日が落ちる寸前で、富士山がシルエットになるようにしました」
と夜景を撮影された櫻井さん。夕方の写真を撮影された工藤さんはい

【ふゆのうみ】

|
|
冬のスポーツといったらスキー。リフトに乗って気軽に冬山を撮るこ

スキー場

つもカメラ片手に、好きな街である横浜を撮影されているそうです。

冬の海
さびしく響く波の音 や 鳥 の 鳴 き 声 ま で 聞
こえてくるような写 真 は 、 見 る 人 が い ろ
いろと「考えたくな る 」 写 真 に な り ま す 。

【ざっ か 】
みなさんのこれだと思う被写体自慢をお送りください（テーマ:春）
（→P48）

雑貨

大河原千絵さん
三橋康弘さん
記載のない写真は、のだまゆ撮影（のだまゆ→P38）

見 て い る だ け で も 可 愛 い 雑 貨 や 置 物 を、
現実の世界と組み合 わ せ て 撮 影 し ま し た 。

佐々木賢一さん
上３点

工藤康雄さん

|
|
|
|
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櫻井靖夫さん

24
25

遠藤晴代さん

思い出シリーズ 5

|
|

学び・見せる・出会いの場
PCC 会員限定

「なかま展」を
開催しました

全国から集まって
「なかまデビュー」

「いい写真が撮れたら人に見てもら

いたい」と思うことは写真愛好家の

共通の願いではないでしょうか？

今回、この思いを PCC が「なか

点を東京と大阪のギャ

ま展」で実現。全国からご応募いた

だいた作品

ラリーで展示。多くの写真なかまに

見てもらう機会をつくりました。

★

P
●はるやま

至池田

中央環状線

北大阪急行

●GS
●バス停野畑小学校前
大阪モノレール
千里中央駅
小路駅

新宿区新宿1-2-6 御苑花忠ビル１F
☎03-3341-7577
http://kitamura.jp/photogallery/
10:00-18:00（土曜日11:00-17:00）
※写真展最終日は15時まで 定休日／日・祝祭日

フォトブックサービス中

フォトギャラリーキタムラ東京・
新宿では、ギャラリーをご利用
のグループに展示した写真や記
念写真をまとめたフォトブック
を1冊プレゼントしています。

至新宿
●１出口

野畑小学校●

千里中央駅

豊中市西緑丘3-10-7 カメラのキタム
ラ豊中・豊中店2F
☎06-6855-6645
10:00-18:00
※写真展最終日は15時まで
定休日／年中無休（年末年始は除く）

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿
1号線
国道17

至大阪市

写真展の主催クラブで本誌『フォトライフ四季』をご希望の方はご連絡ください。03-3356-3552（土日祝を除く10:00～18:00）

東京ではオープニングイベント

この撮影の直前まで、みんなでワイワイ写真トーク

フォトギャラリーキタムラ
大阪・豊中

神山晃・昭子 2人展
2011年8月4日(木)～8月10日(水)
撮って、見て、楽しめる、そんな「写真」に魅せられ
た二人が、どこでも見かける街角や公園、身近にあり、
見過ごしがちな風景のなかから、想いやストーリーを
とらえ、写真展を開催しました。

「 な か ま デ ビ ュ ー」 も 開 催 し、 遠 く

食事をまじえての懇親会では新たな
友情がうまれた方も

新御堂筋
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鈴木健作写真展（日本
の祭Ⅱ）
2011年7月28日(木)～
8月3日(水)
子ども達の素顔をテー
マに写真を撮っていま
す。真剣に祭を楽しん
でいる彼らの表情を撮
ると「生きているって
素晴らしい」と元気に
なれます。この写真を
見た人々が同様に元気
になればと写真展を行
いました。

平凡のなかのストーリー

19

53

大阪でも多くのなかまに見てもらいました

至箕面 ロマンチック街道

写真家 早坂卓と仲間たち
2011年7月21日(木)～7月27日(水)
早坂卓が指導している、7ヶ所程の写真教室の生徒さ
んを中心としたグループ展でした。初心者、中級者、
様々なレベルではありますが、日頃の勉強の成果を発
表いたしました。

元気の源は子どもの素顔

は中部地方から総勢 名の方が参加

日頃の勉強の成果

しました。皆さんが普段撮影してい

大薮勇次郎 遺作展
2011年7月14日(木)～7月20日(水)
大薮勇次郎氏の追悼の意を込めまして、ささやかです
が写真展を催しました。故人との思い出など様々なお
話を聞くことができ、ご来場のみなさまには厚く御礼
を申し上げます。

るものをインタビューしながらの自

第2回五人展
2011年7月7日(木)～7月13日(水)
2年前にはじめて写真展を行った仲間5人です。今回
の展示は、それぞれがテーマを決めて、撮影を行いま
した。前回の写真展以後、出会った感動を、よりうま
く伝えられるようにチャレンジして参りました。

己紹介、ＰＣＣ理事の板見さんによ

東日本大震災チャリティー写真展「NATURE PHOTO AID 2011 未来への光」
2011年6月30日(木)～7月6日(水)
ネイチャーフォトの分野で活動する8人の写真家が、
テーマに沿った作品を展示しました。期間中の、募金
をはじめ、写真集やポストカードなどを販売して得た
お金は、義援金として被災地へ届けました。

る作品の講評会、食事をまじえての

写真展で故人を偲ぶ

懇親会など、会員の皆さん同士で、

前回よりも上達するように

とても楽しく「学び・見せる・出会

写真の力で被災地に救いの手を

いの場」を味わうことができました。

第5回プローバ‘01写真展「樹木たち」
2011年6月23日(木)～6月29日(水)
樹木は、人間のようにいろいろな表情をもっていま
す。長い歳月と風雲に耐える忍耐力と信仰の対象とも
なる尊厳を兼ね備えています。私たちは樹木の友とし
て、
その重き宿命の多様な姿を撮ろうと試みました。

なかには連絡先を交換したり、自分

白井希明写真展「長野県南信州・伊那の風景」
2011年6月16日(木)～6月22日(水)
長野県、天竜川をはさむ2つのアルプスは特有な気候
を生みます。その気候は四季を通じて多彩な景色を見
せ、日本の原風景を演出します。それは先祖から受け
継いだ物を大切にしてきた恩恵のようでした。

のサークルの案内をしたりする人も。

写団RGB写真展
2011年6月9日(木)～6月15日(水)
写団RGBは、山岳写真家・菊池哲男先生を師とするク
ラブです。日本の風景は四季折々すばらしい姿で感動
させてくれます。今回はその感動を込めた作品を厳選
し「四季の移ろい」をテーマに展示しました。

板見さんによる写真講評に、みなさんの目が少年に戻ります

くれる方もいて、とてもわきあいあ

樹木の友として

「 今 日 は 来 て よ か っ た！」 と 言 っ て

先祖から受け継いだもの

いとしたエンディングになりました。

感動をとじ込めた「四季の移ろい」

最後に板見さんを囲んで記念撮影。

第13回水曜会写真展
2011年6月2日(木)～6月8日(水)
東武カルチュア写真教室で年1回行う写真展です。13
回目になる今年、東日本大震災が起こったため、展示
を行うか悩みましたが、作品を見てくださる方々に潤
いを与えられればと、出品を決意しました。

参加してくださったみなさまありが

島田由夫写真展「季色の中で」
2011年5月26日(木)～6月1日(水)
1995年10月から15年と半年間、高橋扶臣男先生のご
指導をいただきながら撮影をつづけてきました。今年
9月に70歳を迎えたため、その区切りの年に写真展を
ひらけたらと考え、個展を開催いたしました。

とうございました。

第2回EP会写真展「私のベストショット」
2011年5月19日(木)～5月25日(水)
EP会はキヤノンEOS学園、川合教室卒業生が主体と
なってはじめた会で、2回目の写真展となりました。
メンバーそれぞれが好きな写真を持ちよったので、バ
ラエティに富み個性あふれる内容になりました。

その後、フォトギャラリーキタム

作品で震災の傷を癒せれば

初心者の方でも、本格的な写真展

70年、節目の個展

ラ大阪・豊中でも開催しました。

バラエティと個性あふれる写真展に

From
Gallery

の雰囲気を味わえる「なかま展」。来

大きな影響を与えた大震災。ギャラリーでも震災チャリティーを行う写真展
があったりと、少なからず反響がありました。

年は皆さんもぜひご参加ください。

Thanks for Coming

富士フォトギャラリー新宿
●2出口 ●ローソン ●
丸ノ内線
新宿御苑前駅
至四ッ谷
●ギャラリー 花屋●
シリウス

新宿通り

★

●堀内カラー

新宿御苑
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