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フォトカルチャー倶楽部。

花が咲きほころぶ季節
とびきりの春に
会いにいく

会員70,061名の皆さんの力で社会貢献、

年賀状は自分の歴史

年賀状コンテスト2013
入賞作品発表
作品は人の目にふれ より輝く

フォトカルチャー倶楽部会員公募

「なかま展」
作品募集
日本中のグランプリ作品が集結

Gサミット2013写真展

フォトカルチャー倶楽部 創立5周年記念事業

365日フォトコンテスト連動

著名写真家・審査員の直伝！
撮影ツアー

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
会員の皆さんの写真で
表紙を飾りませんか？
作品投稿お待ちしています。
（詳しくは→P48）

もうご覧になりましたか？
リニューアルした
フォトライフ四季ホームページはこちら
http://www.npopcc.jp/aaa/shiki/
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上の写真：「ひなたぼっこ」

表紙：
「春、大好き！」

東 一幸さん（大分県）

斉藤幸夫さん（埼玉県）

枝垂桜を撮影しにいく途中、道を尋ねたお婆さんを撮ら
せてもらった一枚です。背景に写る満開の枝垂桜は、お
宅に咲いていた桜です。お婆さんの顔が暗くならないよ
う露出に気をつけ、電線など周りの人工物が入らないよ
うにフレーミングも工夫をしました。枝垂桜と一緒にひ
なたぼっこをする姿に春のひざしを感じさせる、のどか
な様子が撮影できました。

春のぽかぽか陽気とタンポポや桜に囲まれて遊ぶ子ども
の楽しい気持ちを画面いっぱいに表現しました。背景の
桜がやわらかい雰囲気になるように、絞り値を変えて何
度も撮り直しをしました。
「裸足で遊んでごらん」と子ど
もに声をかけると、芝生がよほど気持ちよかったのか足
の指でクローバーをつかんでいて、見ていて心があたた
かくなるような瞬間を撮影できました。

キャノンEOS -１V、EF24-105㎜ F4L 、F8、AE 、大分県竹田
市、2012.4、
ベルビア50（365日フォトコンテスト2012 春夏）

キヤノンEOS Kiss X2、EF50㎜ F1.8 、F8、長野県安曇野
市、2012.4.28（365日フォトコンテスト2012 春夏）

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、撮影地、撮影日、その他

[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力
水谷章人『極限の形象』より

「魅了の瞬間」
東京都 東京体育館
2011 世界体操選手権 東京大会
写真：水谷章人
技の一瞬をねらうのではなく、絵づくりを優先に考え、ジャ
ンプする女性を中心に、手前の平均台や奥にいる観客、右側
の大会ロゴなどのバランスを重視して撮影している。本来の
スポーツ写真であれば技を決める瞬間の選手をねらい、フレ
ーミングは考えずに撮影する。しかし、今回は思い描いた絵
に沿うタイミングをねらって撮影するという今までとは真逆
の撮影方法を試みた作品だ。飛んでいる女性は、実は平均
台ではなく床運動の競技でジャンプしている。一瞬、平均台
で飛んでいるかのような錯覚すら覚える構成になった。

65年東京総合写真専門学校を卒業。70年に富士フォトサロン
で個展「限界に挑むスキー」を開き、これをきっかけにさまざ
まなスポーツの一瞬をクローズアップして表現する作品を多数
発表。93年に日本スポーツプレス協会会長に就任。01年から
はJCIIスポーツ写真プロ育成セミナー「水谷塾」を主宰。主な
受賞歴に講談社出版文化賞(81年)、日本写真協会作家賞(07
年)など。
キヤノン EOS-1D MarkⅡ、300㎜ F2.8、1/1250秒、ISO3200、東京都
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＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、ISO感度、撮影地

この写真は「フォトライフ四季」ホームページhttp://www.npopcc.jp/aaa/shiki/にも掲載しています
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写真の力
『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

ハワイ・カウアイ島の夕暮れ時。
地元でマイアピロと呼ばれる花の
匂いに誘われて、ミツバチがやっ
て来た。植物にとって欠かせない
受 粉の手 助けをする生き物は、
地球上で20万種以上にのぼる。
（写真は2011年３月号「花粉の
運び屋」より）

表紙写真は「ナショナル ジオ
グラフィック日本版」
2013年1月号
http://www.nationalgeographic
.jp/
©2013 Mark W. Moffett/National Geographic
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『プロの撮り方 露出を極める』（日経ナショナル ジオグラフィック社／税込2,520円）発売

PCC会員の公募展「なかま展2013」の作品を募集しています。詳しくは→P31
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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

「かたぐるま」

渡邉樹恵子さん
（宮城県）

毎年、桜の季節に白石市の一目千本桜を家族で見にいきます。こ
の年は満開の時期から少しずれてしまったので、桜吹雪をおさめ
ようと出かけました。わが子に話しかけながら撮ったので、夫と
息子の笑顔の瞬間をとらえることができました。
ニコンD7000、VR 18-200㎜、F3.5、1/1600秒、宮城県白石市、
2012.4.29

ついば

「啄む」

「365日フォトコンテスト2012 春夏」より

井上佳計さん
（東京都）

早咲きの桜にとまる野生のインコを撮影しました。最初にインコがとま
っていたところは少し背景がごちゃごちゃしていたので、すっきりした
背景になるところにインコが降りてきてくれるまで、時間をかけて待ち
ました。時間をかけて撮影したことで、インコが花をくわえた瞬間に出
会えました。
パナソニックLUMIX GH2、バリオ14 -140mm、東京都新宿区、2011.4

「カメラのキタムラ フォトコンテスト2011 春夏」より
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「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」にリニューアル。2013春夏にはスマホコースもあります。詳しくは→P37

日本一のフォトコンテストは
365 日チャンスがあります
PCCが主催する「365日フォトコンテスト」は、応募総数が約10万点
を超える全国最大規模のフォトコンテスト。プロの写真家や専門家が
全応募作品を審査します。コンテストの上位入賞作品は、本誌や『フ
ォトコンライフ』(双葉社)で随時掲載します。詳しくは→P37

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、撮影地、撮影日
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PCC のいぶし銀

二度と撮れない姿をとらえる
PCC会員からたくさん寄せられる写真は、どれもが個性に溢れている。
プロとは一味違う技が光る作品をピックアップする、
「PCCのいぶし銀」
。
今回、PCCフォトインストラクターで、野鳥写真家としても活動している吉田巧さんに
話をうかがい、写真を撮りはじめたきっかけや、その撮影術を教えてもらった。

な鳥がいるのか、鳴き声を聞い

つくり出される。今どこにどん

セットする前の、この行動から

真 は ま ず、 カ メ ラ 機 材 を

を 澄 ま す。 吉 田 さ ん の 写

さんは自身を振り返る。

押していただけだった、と吉田

た。ただ、漠然とシャッターを

は、花や風景などを撮影してい

部に在籍。社会人になってから

フを購入した。高校時代は写真

したのだ。

カワセミを偶然目に

空飛ぶ青い宝石―

る被写体と巡りあう。

鳥 が 好 き だ っ た。 中

子 ど も の 頃 か ら、

て知るためだ。
学 校 で は、 野 鳥 を 観
察する部活に所属し

平成 年の秋。コスモスを撮
るために出かけた近所の公園で、

はじめて自分のカメラを手に
したのは、中学二年のとき。お
て い た ほ ど だ。 そ の

もしろさに魅了されていく。

境に、吉田さんは野鳥写真のお

れたことはなかった。この日を

くカワセミほど、心をとらえら
田さんの念願が叶った瞬間でも

を押す手が震える。それは、吉

鼓動が全身に響き、シャッター

り向けていた視線を、何気なく

とだ。林道を歩き、上方にばか

をフィルムにおさめたときのこ

まで５回通い、はじめてその姿

ために自宅のある東京から新潟

いのは、アカショウビンを撮る

の４年間で、数多くいたカモが

いんです
（笑）」と吉田さん。こ

たのか、気になってしかたがな

今朝の多摩川の様子はどうだっ

「他の場所へ撮影にいっても、

真〟をライフワークとしている。

摩川で、朝に撮影する〝鳥景写

最近は、自宅からほど近い多

道の前方に落とす。するとそこ

が撮れません。だから常に、被

激減していることも実感してい

近くに必ず巣がある。確信し

写体に出会えた感謝と、撮らせ

に、巣立ちをしたばかりのアカ

た。あたりの木々を見やる。ほ

てもらっているという思いを大
ここに掲載した作品を見てほ

どなく、雛が顔を出している巣
てカメラをセッティングする。

しい。その思いは、吉田さんの

切にして撮影しています」

「親が雛に餌を与えに帰ってく

り込んでいるのがわかるはずだ。

作品一枚一枚に、間違いなく映

その予感は的中した。心臓の

るはずだ」

を発見した。ある予感に、慌て

る。「 写 真 は、 二 度 と 同 じ も の

ニコンD４、
400㎜、F4.8、1/1600秒、ISO200

ショウビンが一羽いた。

これまでの撮影で忘れられな

あった。

とき見た、コバルトブルーに輝

吉田さんの写真を決定的にかえ
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年玉や小遣いを貯めて、一眼レ

いぶし銀

「被写体に出会えた感謝と、撮らせてもら
っているという思いを大切にしています」
吉田巧さん
今月の

ニコンD100、400㎜、F４、1/45秒、ISO400

8
プロの野鳥写真家としても活動をしている吉田さん。そんな吉田さんのレクチャーを受けられる撮影イベントはP33の「テーマ別ステップアップ講座」をチェック

【ココがポイント ２】

体に近づいて撮る方法と、望遠

撮るには、マクロレンズで被写

桜の花をアップにした構図で

いような配置を考え、背景の色

る場合には、主役の邪魔をしな

景になる部分に木の枝や幹が入

安定した構図がつくれます。背

花を大きく切り取る構図はマクロレンズを使う

レンズを使って被写体を引き寄
合いにも意識をして、画面構成
をしてみましょう。

せる方法があります。
花だけを画面いっぱいにフレ
ーミングする場合、花芯の位置
を三分割交点に配置し、花芯に
ピントを合わせると構図のバラ
ンスが安定します。このとき近
寄れば近寄るほどピントの合う
範囲が狭くなるのでピント合わ
せはていねいにしましょう。
望遠を使って背景の状況と一
緒に桜の花をフレーミングする
場合は、背景選びに気をつけま
す。望遠レンズは画角が狭くな
るので、カメラを構える位置や
アングルによって背景が全くか
わります。目で見て、ごちゃご
ちゃしている背景でも、主役と
背景の距離が離れていれば、被
写体深度が浅いので、きれいに
ぼかすこともできます。主役の
花の位置を画面の三分割交点に

構図を使った桜撮影に挑戦

第3回

ナビゲーター・岡本洋子さん

岡本洋子（おかもと・ようこ）

】

東京都生まれ。東邦大学生物学科卒。日本写真家協会会員。日本自然科
学写真家協会会員。故秋山庄太郎氏の最後のアシスタントを務め、花や
ポートレイトの撮影など、写真に対する姿勢を学ぶ。現在は、写真教室
の講師のほか、コンテストの審査員や雑誌での執筆活動など、多岐にわ
たり活躍している。

【ココがポイント

なかで桜の花をねらうのかなど、

一部をねらうのか、広い風景の

うのか、桜の木の立ち姿や枝の

があります。花をアップでねら

撮るといっても色々なねらい方

の基本を押さえましょう。桜を

真を撮るために、まず「構図」

する桜。心地よいバランスの写

多くの人が被写体として撮影

図形をあらかじめイメージして

めライン、三角形、Ｓ字形など

面のなかに三分割線や交点、斜

入っていないか確認します。画

がら、画面に他に余分なものが

たら、余白のバランスを考えな

めます。被写体の配置が決まっ

るか決め、次に脇役の配置を決

くらいの大きさでどこに配置す

構図ははじめに、主役をどれ

主役の配置と脇役を決める

これらの考え方でそれぞれ全く
構成していくとバランスがとり
やすくなります。

違ったイメージの写真になるで
しょう。

か中央にすると安定します。桜

す。配置する場所は三分割線上

の桜の花の引き立て役になりま

に取り入れると、淡いピンク色

存在感があるので、画面のなか

ングしましょう。桜の幹は黒く

木の幹を画面に入れてフレーミ

らといってあれもこれもと構成

しかし、広い風景をとらえるか

レーミングしやすくなります。

ンやリズム感が見えてくればフ

てとらえましょう。そこにライ

ように分布しているか、色とし

ク色とその他の緑色などがどの

ような場所であれば、桜のピン

しましょう。桜の花が群生する

の木全体を撮るときには根っこ

要素を増やしすぎると雑然とし
ットし、主役の桜が引き立つよ

てしまうので、不要なものをカ
広い風景のなかで桜をとらえ

うにフレーミングするのがポイ

が生えている地面も入れて安定

る場合は、桜の周りの山や木々、

ントです。

感を出すとよいでしょう。

桜を木としてとらえる場合は、

桜のとらえ方でフレーミングをかえる

【ココがポイント ３】

そこが知りたい！初心者向け講座
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思い出を
残す
テクニック

思い出シリーズ 1

『構図』テクニックの〝ソコシリ〟
空の状況などの構成要素に注目

枝垂桜の花の背後に幹の黒い部分が左の三分割線上に来るように配置
し、地面の水仙の花をぼかしてアクセントにしました。
ニコンＤ70、ニッコール85㎜Ｆ2、F7.1、1/160秒、±0EV、ISO100、
新宿御苑、2006.03.22、三脚使用

お寺の山門を脇役のアクセントに、枝垂桜の流れる
方向を意識してフレーミングしました。
キヤノンEOS 5DMarkⅢ、EF24-105㎜ Ｆ4 IS USM、
F10、1/1600秒、-1/3EV、ISO400、ＣＰＬ、慈眼寺、
2012.05.16

10
＜撮影データ表記＞ カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、露出補正、ISO感度、フィルター、撮影地、撮影日、その他
岡本洋子さんは『フォトコンライフ』春号にも出演！ 付録DVDでは背景を活かした桜撮影術をレクチャー。詳しくは→P28
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置いて花の向きや枝の流れる先
端の空間を空けるようにすると

ピンク色が印象的な花をマクロレ
ンズでアップにして、ピントは花
芯に合わせて撮りました。
ペンタックスD20D、smcPENTAXDFA100㎜ F2.8 Macro、F4、
1/125秒、+1EV、ISO200、昭和記
念公園、2009.03.27、三脚使用

空へ広がる幹の迫力と枝先に広がる桜の花を写すために幹の真下から広角レンズでねらいました。
キヤノンEOS 5D MarkⅢ、EF24-105㎜ Ｆ4 IS USM、F16、1/200秒、-1/3EV、ISO200、新宿御苑、2012.04.08

思い出を
つくる
道具たち

思い出シリーズ 3

「写真は写心」
。オシャレを
楽しんでいい写真を撮ろう

帽子

フリーザーバッグ

杉本さんの帽子コレクションの一部。旅先
で気に入ったものを見つけると、つい買って
しまうとか。リボンやテープを巻いてアレン
ジすることもあります。

本 文中でも紹介したフリーザーバッ
グ。雨天撮影用のグッズはいろいろ発
売されていますが、杉本さんいわく「こ
れが一番便利！」だとか。

.

V
o
l

写真家・杉本恭子さん

8

Foxfire製
フォトレックサブレックスベスト

発電式ＬＥＤライト
防災グッズとして売られていた発
電式の懐中電灯。山道で足下を照
らすことができ、暗い場所でレン
ズを交換するときにも役立ちます。

大きく開く胸元のポケットに、レンズが
２本も入るので、雨の日もリュックをお
ろさずにレンズ交換ができます。

杉本恭子さん撮影

長野県阿智村にある「伍和の里」の桜

キヤノンEOS 7D、28-300mm、F10、1/40秒、+1 1/3EV、ISO100

プレゼントのカメラパックMは一眼レフカメラ（入門機種）対応です。
官製はがきに①氏名②住所③電話番号④PCC会員番号⑤今回の『フォト
ライフ四季』でおもしろかったページ⑥『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。PCCへの入会は→P26
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
「Foxﬁreプレゼント」係
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-20-205
応募期限：2013年4月30日(火) ※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。

応募先

道具やカッコから
入ったっていい

「写真は楽しいものなんだもの。

道具やカッコから入ったってい

いじゃない！」と杉本さんはい

います。たとえば、撮影に出か

けるときのファッション。もち

ろん機能性を考えて選んでいま

すが、杉本さんは色やデザイン

にもこだわりを持っています。

「以前は単色ばかりでしたが、

最近は山ガールの影響もあって、

カメラマン用のウェアも女性向

きのカラフルなものが出てきて

います。『写真は写心』。撮影す

る人がオシャレを楽しんでシャ

ッターを押せば、いい写真が撮

れると思いませんか？」

杉本さんが撮影用リュックか

ら取り出したのは、食品を冷凍

保存するときに利用する「フリ

ー ザ ー バ ッ グ 」。 で も、 よ く 見

ると底に穴が開いています。

「雨の日はカメラを濡らさない

ように撮影しなければなりませ

ん。特に注意したいのは、アク

セサリーシューが付いたカメラ

の上部。雨天用のグッズはいろ

いろ売られていますが、実はこ

フリーザーバッグの底に切れ

れが一番便利なんですよ！」

目を入れたのは、カメラのレン

ズを通すため。なるほど、これ

でカメラをすっぽりと包み込め

ば、カメラが雨に濡れる心配は

ありません。しかもチャックの

開閉がワンタッチだから、ファ

インダーやモニター部分だけを

外に出せば、すぐに撮影が可能。

「男性には思いつかない、女性

ならではのアイデアですね」と

感想を述べると、杉本さんは少

女のような笑みを浮かべて「カ

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、露出補正、ISO感度

メラの冷凍保存にもむいていま

すしね……」とさりげなく冗談

15

をいうのでした。

杉本恭子（すぎもと・きょうこ）
東京生まれ。1997年に入塾した竹内敏信氏の中央工学校
新風景写真塾を経て、2004年フリーランスに。長野県阿
智村、阿南町の地域おこしなどに携わる。現在、東京や
名古屋を中心に写真教室や撮影会を精力的におこなって
いる。個展、著書多数。公益社団法人 日本写真家協会
会員。公益社団法人 日本写真協会会員。NPO法人 日本
写真療法家協会理事。

フリーザーバッグが
雨天の撮影アイテムに

杉本さんが撮影した写真をもと
に、村の人と一緒に作成した長
野県阿智村の撮影マップ。杉
本さんは写真を通じて地域お
こしに貢献している。

インナーケースが取り出せる
二重構造で便利。
販売価格：8,925円（税込）

「素敵な写真を撮るためには、気持ち

「写真撮影に出かけたら、私はできるだけ地元の人と交
流の機会を持ち、おいしいものを食べ、おいしいお酒
を飲むようにしています。その土地を好きになって愛着
を持てば、風景がより美しく感じられると思うからで
す。常日頃、私が口にしていることは『写真は写心』
。
“ありがとう”という気持ちを抱いて、同じ土地に何度も
通えば、皆さんもきっといい写真が撮れますよ」

撮影機材＆持ち物リスト
【カメラボディ】
キヤノンEOS 5D MarkⅢ、キヤノンEOS M
【交換レンズ】
EF24-105mm F4L IS USM、EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM、
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、EF-S10-22mm F3.5-4.5
USM、EF100mm F2.8 マクロ USM、EF-M18-55mm F3.5-5.6
IS STM、EF-M22㎜ F2 STM
【その他】
C-PLフィルター、NDフィルター、三脚、リモートスイッチ、
予備電池

が一番大切」だと語る杉本さん。撮影

撮影地を好きになれば
風景がより美しく
感じられる

持ち運び中も本格的に水からカメラを守る
防水カメラパックカメラパック M
PCC 会員限定 １名様にプレゼント！

の 前 日 は 、 鏡 の 前 に 立 っ て「 何 を 着 て

プロの金言

いこうかな」と考えるそうです。

オシャレも楽しむ、杉本恭子さんの
必携アイテム
の

杉本さん愛用のアウトドアブランド・Foxﬁre から

杉本恭子先生が同行・撮影レクチャーしてくれるプレミアムなツアーは→P12
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デジタル写真の保存 新しい３方法
デジカメもスマホもプリント

写真のプリントは店頭の受付機からもアプリから
も注文できます

プリントはLサイズから大伸ばし
もできます

その

2

CD・DVD に画像データをバックアップ

CDやDVDに 画 像 デ ー タ を 保 存 し て お け
ば、万が一データが消えてしまったときに
安心です。また画像データの整理や保存が
簡単になるので、
保管場所にも困りません。

お気に入りの写真はすべてプリント

ＰＣＣに届いたメール

デジタル時代になって、誰でも手軽で簡単に写真を撮影できるようにな

りました。その反面、写真の量が増えて整理するのも大変。今回は、こ

んな時代だからこそ、簡単に写真を整理するコツをお教えします。

できるはずです。

スマートフォンやパソコンに保存している写真を整理しよう
と思ったら、予想していたよりも数が多くて困りました。
写真を整理する、何かいい方法はありませんか？

りました。しかしその反面、個

デジタル画像は
や
ストレージサービスなどで
二重に保存する
D
V
D

人が所有する写真の量も増大し

て、整理するのが大変にもなり

ました。

まずは、保管するところをひ

パソコン機器の故障で消えてし

デジタルカメラやスマートフ

まうリスクがあります。突然、

とつ設定し、そこにデータを集

次にどうするか。いちばん簡

データが読めなくなるアクシデ

ォンで撮影した写真、あるいは

単な保存方法、それはお気に入

また、デジタル画像データは、

りの写真をすべてプリントする

ントはよく聞きます。

めることが大切です。

ことなんです。

仲の良い友人から送られてきた

デジタル映像。皆さんはどんな

パソコンには何とか保存して

ふうに保管していますか？

あるけれどまとまっていない。

PCC主催の「365日フォトコンテスト」では、スマホで撮った写真も応募できます。詳しくは→P37

D
V
D

やスト
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Play ストアから
「キタムラ」で
検索してください

そのためにも、

http://www.kitamura.jp

カメラのキタムラ

Android

ここ最近、写真アルバムを持

詳しくは

App Storeから
「キタムラ」で
検索してください

スマートフォンのなかにためる

マイフォトボックスはパソコンとスマートフォン（iPhone、Android）の両方で
データを管理できます。
無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンから撮影した写真をアップロ
ードでき、マイフォトボックスの写真をいつでも気軽に楽しむことができます。
アプリからマイフォトボックスに保存した写真で、写真プリントやフォトブック
も注文することができます。

i Phone

レージサービスを利用するなど、

スマートフォンのアプリでも
マイフォトボックスが登場

っている人が少なくなっている

アルバムがアップロードされました。

だけためている。そんな人もき

アップロード画面で写真を選択し、選び終えた
ら「保存」をクリックします。

二重に保存しておくことも重要

アルバムのタイトルとコメントを入力し、「次
へ」をクリックします。

「保存」をクリック

そうですが、プリントしてアル

タイトル・コメントを入力

っと多いのでは。撮ったきりで、

「次へ」をクリック

です。そうしておけば、もしス

6.

バムに整理すると、自分だけで

写真を選択

バラバラに保管している人が少

5.

マートフォンを水のなかに落と

4.

「新規アルバム作成」をクリックします。

なく親しい人たちと、大切な思

会員登録をした後に、会員IDとパスワードを入
力し「ログイン」をクリックします。

なくないようです。

http://www.kitamura-print.com/my_photo_
box のカメラのキタムラホームページ内で「ロ
グインはこちらから」をクリック。マイフォト
ボックスの項目の
「つかう」
をクリックします。

してしまうなど、不慮の事態が

「新規アルバム作成」を
クリック

ログイン

マイフォトボックスを選択

い出を同時に振り返ることがで

3.

デジタル時代の今、誰でも手

2.

起きたとしても安心です。

※マイフォトボックスのサービス内容は、2013年2月現在のものです

き、関係性をより深めることも

マイフォトボックスを使う

インデックスプリントもついてくる

軽に写真を撮影できるようにな

1.

3

「おっかけっこ」杉岡常久さん

写真を整理する
いちばん簡単な方法は
プリントすること

フジカラーCDデジタル

その

撮りためていた写真を整理してすっきり

デジカメだけではなく、スマホで撮った写
真もプリントすることができます。最近の
スマホの画素数であれば、Ｌサイズから大
伸ばしまででき、
「プリント直行便」アプ
リや店頭注文機からプリントの注文もでき
るようになりました。

デジタル時代の今
上手に写真を残す方法とは？

1

思い出を
残す
新方法

その

思い出シリーズ 6

このページに掲載している作品は、PCC主催のフォトコンテストの入賞作品です

18

思い出の
残し方
２通り

自分たちでつくる楽しさを知る
子どもたちの入園・入学式を迎えた人たちは、スマ
ートフォンやデジタルカメラで撮影した映像をどう
されていますか。撮り込んだままでは、見る機会も
少なくなりがちです。親しい仲間たちとフォト本づ
くりに挑戦してみましょう。

フォト本で形にして
思い出をさらに深める

仲良しメンバーといっしょに
フォト本をつくる
仲良しママ友グループで
フォト本づくりに挑戦

り込んだままの画像データを、

スマートフォンやパソコンに取

フォト本は、写真のアルバム

物にもかえがたいうれしさがあ
自分の思い通りに編集して、本

親にとって、子どもの成長し

ります。その姿をいつまでも写

とは一味違います。なにより、

真に残したい。そんな思いでシ
にできるのです。

ていく様子を見守ることは、何

ャッターを押している人が多い
カバーにもでき、帯やカバー、

レイアウトが豊富で、ハード

とくに入園・入学式など、新
文庫サイズのものをつくること

のではないでしょうか。
たな希望を抱いて新しいスター
も可能です。
は、

などを使って写真を

また、フォト本の大きな特徴

トを切る子どもを持つ親にとっ
て、この季節はそんな気持ちを
よりいっそう強く思う時期でも
ルからはもちろん、ミクシィや

注文し、購入できること。メー
フェイスブック、ツイッターで

あります。
そんな思いをフォト本にして、
親しい人たちと共有できる、う

形に残してみてはいかがですか。
「 で も、 な ん だ か つ く る の が 面
仲間同士でフォト本をつくる

れしい機能があります。

んなご提案。同じように入園・
時間は、きっとその関係を深め

倒くさそう」と思う人には、こ
入学する子どもを持つ人たちで、
てもくれるはず。
ぜひ一度フォト本づくりにチ

仲良しママ友グループをつくっ
て、ワイワイガヤガヤ相談しな
ャレンジしてみてください。

式。子どもたちだけではなく、

待ちどおしかった入園・入学
切額のプレゼントなど、お得な

ニーのオリジナルプリントや４

お買い上げ金額に応じてディズ

本料金はかわりません。そして

写真代のみで、何枚撮っても基

金の３１５０円と、撮影したお

ントするのもいいですね。

きるので、遠方の親戚にプレゼ

あればどなたでも一緒に撮影で

すことができます。家族の方で

出を家族の一生の宝物として残

オで写真を撮っておけば、思い

メラマンにお願いして、スタジ

そんな大切な撮影ができる、お得な情報も満載のスタジオを探してきました。

喜びをわかち合う家族も一緒に撮影して、思い出の一枚をつくりませんか。

子どもの新たな出発の姿は、大切に残したいですよね。

がら楽しみながらつくるのです。

新たな出発の日 成長の節目を家族と残す

家族全員の思い出として
入園・入学を写真に残す

親にとっても新たな出発となる
サービスがいっぱいです。

家族みんなで入学を喜び
写真に残す

行事ですよね。家族全員で喜び

何度着替えてもＯＫ
気に入った衣装で撮影

を実感できるこの機会に、忘れ

を共有し、より家族のつながり

プロの撮影で
家族の節目を残す

られない思い出を、写真に残し

子どもの節目は、家族の大切

はもちろん、色とりどりの可愛

スタジオで撮影なので、制服

ませんか。
ＰＣＣ特別賛助企業のスタジ

な節目でもあります。プロのカ

いドレスなど、豊富な衣装が取
りそろえられています。何回着
替えても無料なので、安心です
ね。
もちろん、入園・入学の撮影
だけでなく卒園・卒業の記念撮
影も同時に可能。卒園と入学の
制服や服装を用意して行けば、
両方の写真を撮ることもできま
す。
サービスの詳細は、お近くの

20
自分の自慢写真で作品集もつくれるフォト本・フォトブック。フォトギャラリーキタムラ東京・新宿では写真展を開催すると作品を掲載したフォトブックをプレゼント。詳しくは→P46
Tポイントが貯まる・使える写真館は、スタジオマリオだけ！

21

スタジオマリオまでお問い合わ

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！

カメラのキタムラ

スタジオマリオ

http://www.kitamura.jp
http://www.studio-mario.jp

3. のフォト本 新登場

ちょっと大きい「A4 サイズ」

同じ画像を仲間内で

2. 共有できます
仲間たちと相談しながら
２万５千円以上お買い上げで

ママ友と一緒につくって
配ってもいいですね
友だちと見返すツールになるフォト本
「待ち時間」西山裕子さん
家族の思い出アルバムにもなります

S
N
S

せください。

こがお得

1. フォト本をつくりましょう
3.４切額など選べるプレゼントあり
１万円以上お買い上げでディズニーの

撮影者に

2.オリジナルプリントをプレゼント
1. もれなく特典あり

フォト本づくりの３つのポイント
スタジオマリオの入園・入学撮影こ

フォト本にすればかわいい仕上がりに
何気なく撮った一枚も大切な思い出

オマリオで撮影すれば、基本料

入園・入学先の制服をお持ちになればその姿で撮影できます

年３回発行のスタジオマリオの
フリーマガジン。全国の店舗で
もらえます
ランドセルをお持ちいただければ
一緒に撮影できます
ご家族いっしょに撮影しても、
撮影料金はかわりません

思い出シリーズ 7

※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。

思い出
発見講座

街中すべてが写真の主役

第 回

春

被写体大辞典

編

月１日、東京駅丸の内駅舎保存復元が完

被写体大辞典では、街中に、家に、身近なところに隠れ
ている被写体をご紹介します。春の季節にふさわしく、
はじめての体験。見慣れたものを見慣れないものに。発
見した気持ちをそのまま表現して作品にしてみませんか。

桜のシルエット
【さくらのしるえっと】
桜の 淡いピンクに 惹か

金が１１１円と表示されているタイミングを撮りました。街中の気
にも留めない場所で、自分なりのこだわりで観察を続けることが楽し
みのひとつです」という光川さんは被写体大辞典のプロです。

はじめてのマニキュア
【はじめてのまにきゅあ】
「孫が緊張していたのが可愛かった」という坂口さんの作品。幼い子ど

スポット
ライト

もアートです。

まま閉じ込めた作 品。これ

ごい。そんな 気 持ちをその

おもしろい、
なんだこれは、
す

ぽすと】

【えこきゃっぷ

エコキャップ
ポスト

しめます。

すると、いつでも変化が楽

単調な風景でも、空に注目

工藤 さん。見 慣 れている

てしまうので希少です」と

会えず、一瞬で形がかわっ

「こんなのはなかなか巡り

【ぷーどるぐも】

プードル雲

引き立ちます。

わると、霧の質感がより

になる色や 暗さにこだ

霧を撮るときには、背景

桜を引き 立てています。

脇 役となる霧が主役の

【きりとさくら】

霧と桜

被写体を探しましょう。

の具 合にも目を向けて

手です。背景の色や、光

なく、形で表現するのも

ます。色や 質 感だけで

エットで 桜 を 見 せてい

川 瀬さんの作 品はシル

方が多いと思いますが、

す。」
と光川さん。誰でも見ることができる被写体は、特

【いちのこうさてん】

道１１１号線の交差点にある がふたつつくガソリンスタンドで、料

「１（いち）と （える）の ある交差点です。国道１号線と神奈川県

１の交差点

れてシャッター を 切る

光川十洋さん

別な日時や状況を調べて撮影するのがポイントです。

なる 前 なので 、再びあらわれない歴 史 的 なひとこまで

た。まだ、
現在のようなガードレールで整理された状態に

成し、広場では最後の鉄骨を取り外す作業をしていまし

「２０１２年

8

10

もは毎日がはじめての体験。何気ない出来事も貴重な思い出です。

【すぽっとらいと】
光を感じて、光をよく見
ているからこそ 撮 れる
作品です。

川瀬陽一さん
林 裕之さん

東京駅お披露目
【とうきょうえきおひろめ】

東京タワー

と新しい発見があるかもしれません。

使って普段よりも近づいて撮影する

迫力に！マクロレンズやマクロ機能を

可愛いペットの顔もアップで撮ると大

【とうきょうたわ ー 】
「きれいな東京タワ
ーを、かごのなかの
鳥 の よ う に 撮 り、
大 事に守りたいと
いう 気 持ちを表し
た」とのこと。いろ
数の被写体を組み

いろと工夫して、複
合 わせてみましょ
う。

目力
【めぢから】

l

22
このページは、会員の作品で構成されています。みなさんのご応募をお待ちしています
かわった被写体、かわった撮り方をためした被写体をお送りください（テーマ 夏）応募方法は→P48

23

滝沢 洋さん
鈴木秀明さん

工藤康雄さん
木方清二さん
内山政治さん

光川十洋さん
坂口ミヨ子さん

l
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秋山庄太郎「花」写真コンテスト 2012

秋山庄太郎「花」写真コンテスト 2012

入賞作品を寄贈する写真コンテスト

作品を見てもらい隊

花への思いを
伝える

1920年、東京生まれ。紫綬褒
章、勳四等旭日章受章。2003
年、写真審査会場で倒れ、急
逝。享年82。

「トリオ」
西澤政好さん（埼玉県川口市）

もり

花の撮影に取り組み、全国を「花行脚」して写真愛好家た
ちと親交を深めた写真家・秋山庄太郎氏。その交流のなか
で「アマチュア、畏るべし」との名言を遺しました。本コ
ンテストは、
「全国公募。プロアマ不問。名前だけの協賛・
後援は不要。副賞に現金なし。審査は自分だけで公平に行
う」と秋山庄太郎氏がそう提案して2002年秋にスタート
しました。入賞作品は病院や福祉施設などでも展示され、
患者や入所者の方々から好評を得ました。翌年１月に急逝
した秋山氏の遺志を受け、2008年まで行われていた同コ
ンテストは、2009年から秋山庄太郎写真芸術館の全面的
協力を得て、今も引き続き行われています。

ようせい

「森の妖精」
田宮與四郎さん（栃木県真岡市）

「いにしえの
陵をしのぶたぬき藻」

秋山庄太郎「花」写真コンテスト実行委員会が主催している
「秋山庄太郎『花』写真コンテスト」。
入選作品が、病院や福祉施設などに寄贈される
このコンテストには 3,200点近い作品が集まり、
撮影者の思いが伝わる作品が数多くありました。

グランプリ 周辺をぼかして花をシンボリックに飛翔させる

「鷺飛翔」

谷口晃さん（神奈川県厚木市）

「チョコレートコスモス」
佐藤武男さん（新潟県新潟市）

作品を見てもらい隊

自身の「眼」を通して対象を感じる 特選

山田信一さん（東京都町田市）

「水面の涼花」
鈴木温史さん（埼玉県鴻巣市）

「金の冠」
姫路健太さん（大阪府寝屋川市）

「暑い夏」
増田邦好さん（神奈川県伊勢原市）

「癒の彩」

総評：写真芸術として花をとらえる

栗原昭作さん（新潟県新潟市）

「踊り子」
西山恵さん（香川県高松市）

グランプリ・特選
賞品協賛企業
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桜撮影は構図がポイント。詳しくは→P10

撮影者自身が感じていることを伝える

物語やドラマを想像させる余韻

タイトルにも気配りを

鈴木理策氏
写真家

上野正人氏
秋山庄太郎写真芸術館館長

丹地敏明氏
写真家

今回の審査では、撮影者が自身の「眼」を通して対象
を感じていると伝わる写真を優先すべきではないか、
と考え選考にあたりました。グランプリ作品は、花の
姿から空を飛ぶ鳥を連想した発見の喜びがレンズによ
る特異な画面効果と共鳴しており、評価すべき点だと
感じます。

創始者の秋山庄太郎は、
「鷺草は被写体として難しい」
「写真芸術で魚眼レンズを使いこなすのは容易ではな
い」といっていました。これらをクリアした個性的な作
品がグランプリになりました。作者の無言のメッセージ
を感じさせる、物語やドラマを想像させる、ドラマツル
ギー（余韻）などもたいせつなファクターでしょう。

本コンテストの審査では秋山先生がいわれている「美
しい花をより美しく撮る」ことを再認識しました。図鑑
的な植物写真ではなく写真芸術としてとらえることが
大切です。しかし、過去入賞の類似作品が多くタイト
ルに気配りがないとも感じました。花の種類は実に豊
富です。知られざる花や野辺の花などをもっと見たい
と思いました。

秋山庄太郎写真芸術館編『写真家 秋山庄太郎』（学研パブリッシング／税別3,800円）絶賛発売中。詳しくは→P41
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秋山庄太郎「花」写真コンテスト 2012

作者のメッセージを感じさせる作品づくり 準特選

豊富な花を多種多様に表現する 準特選

「桜の園」
大川幸子さん（東京都町田市）

「トロロアオイ（通称ケナフ）」
村藤善次さん（東京都八王子市）

「水中花」
降旗瑞穂さん（東京都小金井市）

「渚の華」
舘弘美さん（東京都世田谷区）

「ときめく」
中林重英さん（新潟県新発田市）

「赤そば寸光」
池田豊さん（長野県駒ヶ根市）

「雨の中」
上條正博さん（長野県茅野市）

「ボリジ」
新井文夫さん（東京都町田市）

作品を見てもらい隊

※敬称は略させていただきました。

「ひめさゆり」
松本フミ子さん（栃木県佐野市）

「白い妖精」
城田清延さん（三重県津市）

「雪の桜景（ショーエイ）
」
松木勇紀さん （山形県南陽市）

角田正治（岡山県総社市）
仁井一郎（岡山県赤磐市）
片山ヒデ（広島県三原市）
岩本進（山口県周南市）
松家安信（徳島県美馬市）
長原宏和（香川県坂出市）
塩見基（香川県小豆郡土庄町）
島元慶子（高知県高知市）
濱川洋（高知県高知市）
佐藤信弘（福岡県福岡市）
右田稔（福岡県糸島市）

「初夏への誘い」
髙橋文江さん（千葉県松戸市）

「春の訪れ」
遠藤康彦さん （福島県福島市）

田中博子（新潟県燕市）
山口義文（岐阜県岐阜市）
大槻悌二（静岡県掛川市）
浅井崇子（三重県松阪市）
松本修一（三重県鈴鹿市）
山崎明教（三重県鈴鹿市）
清水三喜男（滋賀県大津市）
森居治夫（滋賀県東近江市）
西岡和子（大阪府池田市）
田代博子（大阪府寝屋川市）
玉井十三次（大阪府堺市）
槇野博史（岡山県岡山市）
宮本康雄（岡山県岡山市）

「夢の花園」
三上晃さん（千葉県いすみ市）

「初夏の古民家」
吉末和重さん （福井県越前市）

駒井みち（埼玉県飯能市）
西山花渓（埼玉県ふじみ野市）
山崎博（埼玉県草加市）
北村佑介（東京都練馬区）
渡部貞則（東京都八王子市）
大澤弘（東京都町田市）
米谷弘（神奈川県横浜市）
内藤健一（神奈川県相模原市）
植木勤（長野県岡谷市）
渡辺綱男（長野県東郷市）
片桐久司（長野県上伊那郡飯島町）
風間ヤヨエ（新潟県新潟市）
野崎洋子（新潟県新潟市）

「ドラゴンフルーツの花」
黒川良夫さん（千葉県安房郡鋸南町）

「うさぎ」
大塚峯夫さん （埼玉県川越市）

畠山陽子（北海道札幌市）
五東建夫（北海道恵庭市）
渡部啓二（北海道亀田郡七飯町）
山下茂（青森県青森市）
島﨑光雄（青森県八戸市）
佐藤善治（宮城県石巻市）
佐竹吉廣（山形県寒河江市）
森田近江（茨城県水戸市）
竹内治（茨城県水戸市）
額賀喜美子（茨城県行方市）
渡部久恵（栃木県宇都宮市）
木村喜夫（栃木県小山市）
小林健一（埼玉県富士見市）

「清楚」
成田多恵子さん（青森県弘前市）

「春の目覚め」
渡邊洋さん （東京都町田市）

入選

「森のシャンデリア」
髙橋一英さん（宮城県石巻市）

「華」
神澤栄一さん （神奈川県横浜市）

「光を受けとめて」
宮内妙子さん（愛媛県新居浜市）

「花あそび」
門間栄子さん（秋田県秋田市）

「座禅草」
佐藤洋子さん （北海道函館市）

「深山の春」
筒井由紀子さん（高知県高知市）

「ぬくもり」
永井良夫さん （福島県いわき市）

「紫流」
清家道子さん（福岡県福岡市）

「凛と咲く」
中村昭夫さん（三重県四日市市）
「横綱」
石井正臣さん （滋賀県栗東市）

「ウサギのダンス」
倉見千恵子さん （広島県広島市）

「ブルーローズ」
伊東映子さん （福岡県粕屋郡須恵町）
「連（つらなり）
」
川畑一憲さん（鹿児島県鹿児島市）

「旅立ちまじか」
寺尾幹男さん（滋賀県草津市）

「時を生き る 」
増山新一さん （東京都板橋区）

「静謐」
塩見芳隆さん（京都府京都市）

「夢想」
相澤麗子さん （新潟県新潟市）

「イワユリ 」
中村正樹さん （新潟県佐渡市）

「夕陽を背 に 」
久保田智美さん （富山県富山市）

作品を見てもらい隊

「春曙の桜」
溝渕常雄さん（香川県木田郡三木町）

「雫」
鈴木博明さん（山形県米沢市）

秋山庄太郎「花」写真コンテスト協賛：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、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、株式会社ケンコー・トキナー、株式会社新東通信、株式会社スリーノーマン､ 株式会社
ニコンイメージングジャパン、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、ソニーマーケティング株式会社、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、ペンタックスリコーイメージング株式会社、マルコメ株式会社、有限会社イマジン・アートプランニング 五十音順（敬称略）
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写真を撮ったらコンテストにすぐ応募。「365日フォトコンテスト」は全国最大規模のフォトコンテストです。詳しくは→P37

撮影する被写体に迷ったらP22の「被写体大辞典」を参考に
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Thanks for Coming

空と水と視線と一眼レフと。楽しむ。

感覚で視線を引き出す

共通する趣味の仲間から

仲間が集まる心地よい空間

互いに刺激しあう技術

大空と写真を愛した作品の数々

撮り歩いて健康維持と活性化

第20回女性のための写真教室＜作品展＞
2012年10月18日(木)～10月24日(水)
自由題作品、統一テーマ作品は「視線」とし、目により
対象を意識していますが、そこから発して相手との間に
色々な関係をつくるのが「視線」でしょうか。各人の感
覚により世のなかから視線を引き出してみました。

第10回フォト景写真展「風鈴火山」
2012年10月11日(木)～10月17日(水)
飲み(酒)、打つ(ゴルフ)、買う(レンズ)を共通趣味とする
仲間数人からスタートして、フォトクラブ景を設立。クラ
ブの写真テーマを風林火山として撮影活動し、記念すべ
き10回目の写真展を迎えることができました。

第12回フォトグループ(FINE)写真展
2012年10月4日(木)～10月10日(水)
新しいことに挑戦して作品世界を広げようとする人。一
途に自分の世界を追求し続ける人。何より仲間とワイワ
イ撮影に出かけることが一番！と笑う人。この写真展は、
そんな会員が集まった心地よい空間になりました。

第17回キヤノンフォトクラブ第3支部写真展
2012年9月27日(木)～10月3日(水)
例会や撮影会のなかでは、個々の感性やひと通りでない
物の見方に驚かされ、互いに刺激しあうことによってそれ
ぞれの感性や技術に磨きをかけあっています。そこから
会員の出会いを大切にして、作品展にまとめました。

第6回航空クラブ写真展
2012年9月20日(木)～9月26日(水)
写真と空とをこよなく愛する人たちが集まった写真同好
会です。
「空」にちなんだ、旅客機などのほか、大空に羽
ばたく野鳥、オーロラ、風景写真など、世界各地で撮影
された変化に富んだ作品の数々を展示しました。

第15回TCS写真展
2012年9月13日(木)～9月19日(水)
15回目という節目を迎え、ときの流れとして高齢化があり
ますが、それぞれの方は創作による活性化、撮り歩くこ
とで健康維持と結びつけています。デジタルな世のなか、
やはり一眼レフによる作画は奥深いものがありました。

常に学ぶ気持ちを忘れない

風景から感じとる幸せなとき

天と地を巡る水を辿る

美学を求めて撮り続けた作品

自由な発想で「楽」にのぞむ

20余年の歳月の旅あるき

はなの会
2012年11月29日(木)～12月5日(水)
2002年に結成し、花だけにとどまらない広い意味での“は
な”をテーマに撮り続けています。アドバイザーとして児
島昭雄先生に選んでいただき、常に学ぶ気持ちを忘れな
いベテランメンバーの「はな」30点を展示しました。

川隅 功写真展「幸せな一会」－アンコール展－
2012年11月22日(木)～11月28日(水)
美しい日本風景が、天からの「光・水・風」たちの恵み
を受け、幸せな表情を見せるとき、その場に居合わせた
私もその表情を五感で感じ、幸せなときを迎える。繊細
で滑らかなアナログ銀塩プリントの世界を出展しました。

第19回フォト燦写真展
2012年11月8日(木)～11月14日(水)
私達の作品展も19回目を迎えました。作品は会員各自が
この1年間、
「気のむくままに」のタイトルに沿い、さまざ
まな思いと美学を求めて撮り続けた作品のなかから29点
と特別作品1点を加えて展示しました。

第13回レディース写真展「楽」
2012年11月1日(木)～11月7日(水)
今回のテーマは「楽」
。楽しい、楽しみ、楽しむ、などな
ど自由な発想で撮影にのぞみました。簡単そうにみえた
タイトルは、考えれば考えるほど大変でしたが、川合先
生のご指導で各人の個性が出た作品になりました。

第21回 田村正次写真展「旅あるき風景」
2012年10月25日(木)～10月31日(水)
私が写真を撮りはじめてから20余年の歳月が流れまし
た。撮影の対象も風景、人物、蘭など、その時々の興味
に惹かれるものを撮り続けてきました。今回のテーマで
は、主に東北地方の風景を撮影した作品になりました。

今号から登場した「傑作を見てもらい隊」は、写真愛好家の皆さんの作品や写真展の紹介をするページです

傑作を見てもらい隊

四季折々の花との出逢い

季節の花々に 癒されて、
バラエティに富んだ花も一期一会

気候もあたたかくなり、出かけるのが楽しい季節になりました。そんなときは

24

平井久子写真展

日（木）～4月 日
（水）

「ひと花」

4月

季 節の花々に癒されなが

らいろいろな角度から撮りま

ん、 背 景にも目を 向けて作

した。 被 写 体の花はもちろ

品 作 り をしてきました。 花

中央環状線

至大阪市

至池田
新宿御苑

18

3

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

も一期一会で同じように撮る

★

P
●はるやま

けてこられたのです。それを

夕やけ●

野畑小学校●

1号線
国道17

見ていただけたら幸いです。

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。

★

大阪府豊中市西緑丘3-10-7
カメラのキタムラ豊中・豊中店2F
☎06-6855-6645
10:00-20:00
※写真展最終日は15:00まで
定休日／年中無休（年末年始は除く）

千里中央駅

●１出口

萬盛園●

フォトギャラリーキタムラ
大阪・豊中

新御堂筋

至新宿

●2出口 ●ローソン
新宿通り
丸ノ内線
新宿御苑前駅
至四ッ谷
●花屋

至箕面 ロマンチック街道

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿

こと はでき ないから 撮 り 続

○ 4月18日（木）～4月24日（水）
平井久子写真展

キタムラギャラリーへ。今後、開催される予定の注目 展をピックアップ。

○ 6月6日（木）～6月12日（水）
山口もも写真展

今後の予定

17

花フォトクラブ「四人展」

11

和みの会「花たちへの讃歌」

4月 日（木）～4月 日（水）

「花」写真大好き仲間四人が四季折々

の花との出 逢いを 求め撮 り 集めたお気

に入りのなかから、 特に視 点と 表 現 力

にこだわった 作 品 を 展 示する 事になり

22

が和気

ました。ご来場いただければ幸いです。

回幸友フォトクラブ写真展

5月 日（木）〜5月 日（水）

第

職場の

18

○ 5月30日（木）～6月5日（水）
第4回EP会 写真展

○ 4月11日（木）～4月17日（水）
花フォトクラブ 和み 写真展

47
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○ 5月23日（木）～5月29日（水）
新高根写真クラブ第3回写真展

○ 4月4日（木）～4月10日（水）
第5回NK-5写真同好会写真展

東京都新宿区新宿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15:00まで 定休日／日・祝祭日

あいあい写真を楽しんでい

○ 3月28日（木）～4月3日（水）
第24回UPC写真展

るフォトクラブ。 ジャンル

○ 5月16日（木）～5月22日（水）
第18回幸友フォトクラブ写真展

も風 景からスナップ、 花、

○ 3月21日（木）～3月27日（水）
第12回ニッコールクラブ東銀座写遊支写真展

動 物 から 虫に 至る までバ

○ 5月9日（木）～5月15日（水）
第7回CAMARDE 写真展

ラエティに富んでいます。

○ 3月14日（木）～3月20日（水）
大判カメラ写真展

18

回目を迎え、伊奈喜久

○ 4月25日（木）～5月1日（水）
5月２日（木）～5月8日（水）
読売新聞企画展

雄先生ご指導のもと、張

傑作を見てもらい隊

○ 3月7日（木）～3月13日（水）
第5回さくら倶楽部写真展

り切って取り組みました。

ご来場をお待ちします。

今後の予定

福田健太郎 写真展「泉の森」
2012年11月15日(木)～11月21日(水)
「水は天と地を巡り、いのちと呼応する」ゆっくりと時間
をかけ自然のなかへと潜む。生命を維持するために人間
が必要とする水。天と地を巡る水を辿ると、いのちは呼
応し、関わりあいながら生きていることを教えてくれる。

知っていましたか？ フォトライフ四季では、全48ページを「写真の力」「思い出シリーズ」「PCCの仲間になり隊」「傑作を見てもらい隊」の４つのカテゴリーに区切っています
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