会員71,386名の皆さんの力で社会貢献、
(2013年10月31日現在)

フォトカルチャー倶楽部。

ほっとできる

冬だからこその
「ぬくもり」を伝えます

冬の思い出を高画質でおさめる

FUJIFILM X-M1を
会員限定プレゼント
とっておきの年賀状を送るだけ

写真年賀状コンテスト募集はじまる
雑誌『旅行読売』とコラボ

現地カメラマン募集
またやります！あの人気イベント

相撲部屋 朝稽古の
見学 & 撮影会

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。P１、P ６〜７
に掲載する作品も同時募集。（詳しくは→P48）
フォトカルチャー倶楽部の最新情報は
こちらで確認できます。
フォトライフ四季ホームページ
→ http://www.npopcc.jp/aaa/shiki/
フォトカルチャー倶楽部
Facebook ファンページ
→ http://www.facebook.com/npopcc
メルマガも配信中！
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上の写真：
「愛しみ」

表紙：
「おやこ」

福井幸男さん（京都府）

小林 誠さん（青森県）

仲間たちと一緒に修練を積む舞妓さんを、祇園の歌舞
練場で撮影しました。この日は曇りでコントラストが
低く、彼女の表情を引き立たせるために、絞りやシャ
ッタースピードに気を使いました。何枚か撮り、彼女
の自然な雰囲気が一番出ている一枚を選びました。

偶然にも顔を寄せ合うウマの親子をとらえられ、動物
の親子愛が表現できました。彼らを主役として引き立
たせるために、絞りを開き、背景をぼかして撮りまし
た。ウマがおびえて逃げてしまわないようにそーっと
近づき撮影したので、この瞬間がおさめられました。

ニコンD300、AF17-55mmF2.8、F4.5、1/250秒、 京
都府京都市（祇園）
、2011.10.25
「365日フォトコンテスト2011秋冬」より

キヤノンEOSKiss、EF70-200mmF2.8、F3.5、1/200秒、
青森県、2012.1.28
「365日フォトコンテスト2011秋冬」より

＜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

「厳しさの中に感じるもの」
大 陸の四季の流れには、他と
比べ難い状 況がある。躍 動 感あ
ふれる緑 豊かな夏の景 観は、光
と熱を注ぐ太陽とその恩恵に支
えられて栄える命が、生 態 域の
環 境と協 調しながら物語をつく
りあげる。一方、冬の凍りつく情
景は、大 地と天 空がつながるよ
うな瞬 間を 魅せてくる。薄い雲
が空を覆い、夜が明けても 気 温
雪の質感がなぜか有機的に思え、

が全く 上がろうとしないのに残
地表面に広がり群がる生き物の
度の凍りつく空気の中では、

ように思えることがある。氷 点
下

得ない。

力が写 真にはあると思わざるを

同 時に、今 更ながら底 知れない

の芸術 的な感覚を成 長させる。

れをどう作品に活かすかが個々

性 枠がもたらすものであり、そ

のは、私たちの多 岐にわたる感

う。冬 景 色にぬくもりを感じる

知るものを待ち続けることだろ

しみ」と「蓋を開ける楽しみ」を

ように、
「深く読み込むことの楽

メッセージを埋め込まれた宝箱の

パクトを 焼 き 付ける。写 真は、

を超えた奥 深い意 味 合いやイン

て記録される作品に視覚的な力

がり 同 調することが、画 像とし

けではない。被 写 体 と 強 くつな

れることもある。撮 影は勝ち負

飲み込まれてシャッターを切らさ

倒されるものがあり、スケールに

物理的な大きさにはときに圧

写体に躍動感を与えてくれる。

して天 候の変 化は空を騒がせ被

ントラストを伴って入り込む。そ

るような気 温との間に極 端なコ

られる感 覚が、指が動かなくな

伝えてくれる。優しさとも 感じ

ーションは、身体の芯に暖かさを

を照らす 光の神 秘 的なコンビネ

が、造形 物の形 状や色とそれら

は肌に突き刺さる冷 気を感じる

る大きなギフトになる。撮 影 中

の土地とのつながりが与えてくれ

とらえることができるもので、そ

それは観るものの感 性を通して

られる特 権 的 なものではない。

必ずしも観 光ポイントのみで得

脳 裏に焼きつく情 景や感 動は、

覚め、蠢くようにもみえてくる。

む光を吸収する雪の塊たちが目

この土地では、ほのかに差し込

りも痛さを感じる。

細 胞を刺 激して、寒さというよ

ほんの少しの空 気の動きも肌の

20

2
＜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、撮影地、撮影日、その他
小池キヨミチさんをもっと知りたい方はこちらのHPをチェック→http://www.usa-japan.com/nature/
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]

写真の力
[

小池キヨミチ『自然とつながる時』

「冬のぬくもり」

アメリカ ユタ州
アーチーズ国立公園

小池キヨミチ（こいけ・きよみち）

1959年静岡県浜松市生まれ。1983年米国永住。2001年同
時多発テロ事件を契機に本格的に写真作家活動を開始。
2004年から各種写真展入賞、後に2006年に前田真三賞風
景写真社主催の最終選考作品（同年の受賞者なし）に選ば
れ高い評価を受ける。その後、プロ写真作家として活動を
始める。2013年5月には日本で6度目の個展を開催。著書に
写真集「大砂丘の声」など他多数。日本写真家協会会員。

この掲載写真は、富士フイルムフォトサロンでご覧になれます

期間：12月13日（金）～12月15日（日）
10時～19時/ 最終日は16時まで
会場：富士フイルムフォトサロン東京（スペース１・２）

第17回「写真家たちによるチャリティー写真展」

写真展による収益金は、いのち・むすびば 放射能から子ども
を守る山梨ネットワーク、SCADP（カンボジアの子どもたち
の教育サポート団体）へ寄贈予定。
詳しくは→http://www.photovolunteer.org/

PENTAX LX、SMC-A 20㎜ f2.8、F18、1/30 秒、+ 1/3 EV、ISO100、2012.12.29、プロビア100F、C-PL、三脚使用

[

]

写真の力
『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

米国・コロラド州のクレステッド
ビュートはロッキー山脈の山間に
あり、スキーリゾートとしても知ら
れる町だ。冬になると、クリスマス
ツリーを運ぶ自転車が雪の降り積
もった道を走り抜ける。

表紙写真は「ナショナル ジオグラ
フィック日本版」2013年10月号
http://www.nationalgeogra
phic.jp

©2013
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“プロの撮り方”シリーズの最新刊「プロの撮り方 構図を極める」
（日経ナショナル ジオグラフィック社／本体2,900円+税）発売中！

ALASKA STOCK IMAGES/National Geographic Creative

「被写体大辞典」では雪や氷のある作品を掲載。同じ被写体でもいろいろな撮り方があります。詳しくは→P22

4

[
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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

「注視」
石田尚義さん（香川県）
寒い冬、サル達は寒さをしのぐため何匹か集まって”サル団子”になります。
サル団子になったサル達の注目を集めるために、事前にナンキン豆を準備。
撮影中にナンキン豆の音を出すと、音に反応してたくさんのカメラ目線のサ
ルをカメラにおさめることができました。
ニコンD700、24-120mm、F16、1/20秒、2012.1.27、香川県（小豆島銚子渓）
、UV

「365日フォトコンテスト2011秋冬」より

「冬のおり姫とひこ星」

久保田莉奈さん
（長野県）

手近な木の実などを探して、雪だるまをつくりました。雪だるまが溶けてしまわない
ように、すばやく撮影しなくてはならず苦労しました。２つが寄り添うように配置。
雪だるまの顔を上に向け、真上から撮っておもしろい構図になるように工夫していま
す。背景は雪ですが、空をイメージして青くみせました。
ソニーNEX5N、18mm、F4、1/640秒、長野県阿智村、2013.2.6

「365日フォトコンテスト2012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
PCC主催の「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ています。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→P43

7

フォトコンテストの上位入賞作品がもっと見たい方必見。「365日フォトコンテスト2013春夏」作品を発表。詳しくは→P38

＜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
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フォトカルチャー倶楽部（PCC）のいぶし銀

マクロレンズを通して自然の摂理を垣間見る
全国7万人の会員、7万通りの写真の撮り方、写真への想いがある。
写真で人生を輝かせている人をピックアップする、
「PCCのいぶし銀」
。
今回はPCC会員・小藪豊喜さんに話をうかがい、
写真を撮り始めたきっかけや、撮影術を語ってもらった。

えてみれば、写真は思いも
場所になっている。

ホームグラウンドともいうべき
公園に着き、マクロレンズ

大泉緑地だった。

かけぬ一瞬の出会いによっ

分。そこに季節ご

小藪豊喜さんの自宅から車を
ついたところで、ふと 時 計に目

た。最 終日の撮 影を終えて一息

遠方の植物園まで撮影に出かけ

三連休を利用して、小藪さんは

ダーのなかで戯れる。

親しい小さな友人とファイン

さっそくシャッターを切って、

みのカマキリが顔を出した。

を装着すると、そこに顔なじ

２０１２年 月中旬のことだ。

とに色とりどりの花が咲き誇る
をやったら三時 半 過ぎ。日暮れ
どこからか自分をじーっと見

走らせて約
10

れない。

「大泉緑地」がある。この公園は、
までまだ時 間がある。そう思っ
つめている視線を感じた。何

て生まれてくるものなのかもし

少しでも時 間があればカメラを
た小藪さんが車を向けた先は、
そちらにふと目を

?

家になりたい。そんな思いを抱

けは、ふとしたことから。小 説

を切り 続け、ただただファイン

も 代えられません。シャッター

発見したときの感動は、何物に

自然の中に大きな自然の摂理を

「マクロレンズを通して、小さな

ッターを切った。

で、小藪さんは無我 夢 中でシャ

それは小さな命と邂逅した瞬間

レフカメラを購入し、撮 影し始

芽生えた。さっそくデジタル一眼

んじゃないか」という 気 持ちが

表 現 するツールのひとつになる

と思った。やがて
「写真も自分を

るのを見て、素直に
「いい写真だ」

写真をパソコンの壁紙に使ってい

職場の同僚が自分で撮った風景

いて試 行 錯 誤していたある日 。

いて、自 分なりの表 現 方 法につ

めた。それから四年半。
「写真は出会いの芸術であり、発
見の芸術だと思います」

見 事グランプリに輝いた。まさ

て話してくれた小藪さん。しか

かしい限りですが、と前 置きし

こんなことを言うのはお恥 ず

に、虫の知らせが小藪さんに華

の本質について考えさせられた。

しその一言に、あらためて写 真

写真を本格的に始めたきっか

やかな栄冠をもたらした。

ャパン ２０１２」に応募すると、

ーズ ベスト フォトグラフィー ジ

リカの団体が監修する
「ネイチャ

このとき撮影した写真をアメ

ダーを覗き続けてしまうことも

オンブバッタが、まるであこがれの楽園をのぞきこんでいるように見えました。
ニコンD300s、105㎜、F3.2、1/2500秒、ISO200

よくあるんです」

かい こう

出しているオンブバッタだった。

「ネイチャーズ ベスト フォトグラフィー ジャパン 2012」でグラ
ンプリを受賞した「ぼくここにいるよ」
ニコンD300s、105㎜、F5.6、1/320秒、ISO800

たムラサキゴテンの端から顔 を

向けると、鮮やかな花をつけ

だろう

何枚か撮影したときだった。

手に訪れる、小 藪さんにとって

9

いぶし銀

写真は出会いの芸術であり、
発見の芸術だと思います
小藪豊喜さん
今月の

8
ネイチャーズ ベスト フォトグラフィージャパンは、コンテストをはじめ自然写真をテーマに様々な活動をしています。詳しくは→http://www.nbpj.org/

【ココがポイント ２】

値

「最短撮影距離」を意識してボケ味を引き出す

ところが、実 際に小さい
を設 定して撮影してみても期 待
していたほど「ピントの浅いボケ
味 」の効 果が出なかった人も多
いはずです。実は、被 写 界 深 度
の効果の差は「 値の設定」の違
する「レンズ」や被写体からカメ

いだけではなくて、撮 影に使 用
ラまでの「撮影距離」でも異なり
ます。そこで、ご自身のレンズの
すために小さい

値を設 定した

「一番のボケ味」の効果を引き出
ら、次に「最短撮影距離」を意識
してみましょう。被 写 体からカ
メラまでの距離が短い方が、ボケ
味の効果は増します。ズームレン
ズを 使 用している方は、最 短 撮
側 」で撮 影してみてく ださい。

影距離から、レンズの最も「望遠
作例のようなボケ味を最大限に
活かした撮影ができます。
ちなみに「最短撮影距離」とは、
レンズが被写体に最も近づいたと
きに「ピントが合う距離」のこと
ます。自分の持っているレンズの

で、使用するレンズによって違い
最短撮影距離を確認しておくと
撮影するときに便利です。

、

田邊和宜（たなべ・かずよし）
大阪芸術大学卒業後渡米し、シカゴ・セントルイス・ニューヨークで写
真を学ぶ。 帰国後、大阪芸術大学写真学科研究室を経て、現在フリー
カメラマンとしてアマチュア指導などで活躍中。田邊さんの撮影教室は
Ｐ をチェック。

】

値）」と呼ばれる数

、

な

値と被

など）」ほど被

など）」ほど「深く」

値」「最短撮影距離」を理解

以下）」の組み合

値（Ｆ

以上）」

度を活かした撮影はほとんどの

合わせを使い分ければ被写界深

の組み合わせ。この基本の組み

が遠い＋大きい

場合は「広角＋被写体との距離

はっきり写るように撮影をする

わせ、下のように全体の画像が

さい 値（Ｆ

遠＋被写体との距離が近い＋小

のある作品を撮影するには「望

つまり、上のようなボケ効果

きましょう。

なる傾向にあることを知ってお

い（望遠）と被写界深度は浅く」

く 」 な り や す く て、
「画角が狭

広い（広角）と被写界深度は深

い と 考 え て く だ さ い。「 画 角 が

の違いを、単純に「画角」の違

で す が、 今 回 は、
「焦点距離」

内の撮像素子までの距離のこと

わせたときのレンズからカメラ

「焦点距離」とは、ピントを合

きるようになりましょう。

して有効に被写界深度を調整で

に「レンズの焦点距離」を活か

して使えるようになったら最後

「

被写界深度は F 値、最短撮影距離と「焦点距離」

【ココがポイント ３】

るようになりましょう。

読み、好みの絞り値を設定でき

の「絞り値の設定方法」をよく

なります。カメラの取扱説明書

きい（

写界深度は「浅く」その値が「大

「小さい（

写 界 深 度 の 関 係 は、 そ の 値 が

めの基本になります。

ど）が被写界深度を調節するた

定します。この絞り値（Ｆ

ト」にカメラの撮影モードを設

値を調節できる「絞り優先オー

「絞り値（

被写界深度を調節するには、

奥行き）」です。

これが「被写界深度（ピントの

見える」ボケの部分があります。

ているところと「画像が曖昧に

ハッキリ見える」ピントの合っ

てください。写真には「画像が

ご自身の写真を手に取ってみ

「絞り値（Ｆ値）」でピントの奥行きを調節する

【ココがポイント

33

場合でうまくいくはずです。

田邊先生と撮影しながら
学べる講座は→P33

F

F8で撮影。全体
がはっきり見える
（被写 界深 度が
「深い」
）
F1.8で 撮 影。背
景がぼけている
（被写 界深 度が
「浅い」
）

F
2.8
16

10
＜撮影データ＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、露出補正、ISO感度、ホワイトバランス
田邊先生の撮影イベントは大阪、広島、福岡で開催。今回のテーマはホワイトバランス。詳しくは→P33
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こんな写真撮りたくありませんか？
それなら…

田邊和宜さん

ナビゲーター

ボケを駆使した街スナップに挑戦

『被写界深度』の〝ソコシリ〟
第6回
そこが知りたい！初心者向け講座

1

1.4
8

窓から入る明かりで照らされている洋書に被写界深度の浅いボケ味表現で温もり効果を加えてみました。キヤノンEOS-1Ds Mark II、50㎜、F1.4、1/1000秒、ISO160、日陰
哀愁を感じる「初冬・落葉」のイメー
ジをボケ味表現でさらにポエティック
（詩的）にしあげてみました。焦点距離
200㎜
キヤノンEOS 5D Mark II、EF70-200
㎜ f/2.8L IS USM 、F4、1/250秒、
+1/2EV、ISO100、太陽光

22

5.6

F

F

4.8
おもに広角レンズを使う街スナップ
の撮影には、深めの被写界深度が有
効です。建物の線の美しさをシャー
プに表現しました
キ ヤ ノ ンEOS 5D Mark III、EF35㎜
f/2 IS USM 、F16、1/750秒、
-1EV、ISO100、太陽光

F

F

F

F

画質も操作性も大満足！
普段使いのこだわりのカメラ

.

V
o
l

フォトグラファー・その江さん

11

スナップ撮影やお出かけに
便利なX-M1

X-M1では、カメラ上部のWi-Fiボタンです
ぐに画像が転送できます

Facebookに
アップされているゴハン

軽 量 コ ン パ ク ト で 持 ち 運 び 便 利 なX-M
1。小さいながらも、独自開発されたXTrans CMOSセンサーで高画質な写真を楽
しめます。
「これからお出かけ」なんてとき
も、3.0チルト式液晶モニターだから街で出
会ったネコなど、低い位置から服を汚さず
に撮影できます

こんな写真撮ってみませんか？
それならこのカメラ

その江さん愛用の

FUJIFILM X-M1 ダブルレンズキット

プロの金言

写真を趣味と
するならば、 やっぱり
本格的なカメラで！

（「XC16-50mmF3.5-5.6 OIS」「XF27mmF2.8」 のセット）

応募先

応募締切：2014年１月31日
（金）

ますので、あらかじめご了承ください

X-M1

またFUJIFILM Xシリーズをご購入いただいた方には

「Xシリーズお年玉キャンペーン」を実施

最大￥10,000
キャッシュバック

※今回はウェブからのみの応募となり

ご購入対象期間：11月1日（金）～2014年1月14日（火）
お申し込み締切：2014年1月31日（金）当日消印有効

キャンペーン対象商品：X-M1、X-Pro1、X-E2、X-E1、X-A1
※詳しくは店頭又はホームページ参照下さい。→ fujifilm.jp/x_cb_cp/

使い分けたいレンズ

私にとっては、普段使いの
カジュアルなカメラ

テーブルフォトからペット、

風景写真まで、ジャンルの垣根

を飛び超えて活躍しているその

I

Ｆ

１」。その江さん

M

江さんが、いつもバッグにしの

︲

M
X

ばせているカメラ「ＦＵＪ

ＩＬ

は、友人とレストランで食事を

するときなどに、このカメラで

気軽に撮影を楽しんでいます。

「最近はスマホで済ませる人が

多いけど、写真を残すならばや

っぱり私は画質にこだわりたい。

そんな要望にこたえてくれたの

が、小型・軽量なのに一眼レフ

１なんです」

M

並みのクオリティをもっている、

X

︲

最初はファインダーがないこ

とに若干の戸惑いもあったそう

１ならではの個性

M

ですが、今ではすっかり撮影に

慣れ、Ｘ︲

と軽快さを楽しんでいるとか。

究極の色再現
富士フイルムのこだわり

Ｓ」センサーは一眼レフを

独 自 の「 Ｘ ︲ Ｔｒ ａ ｎ ｓ Ｃ

Ｍ

も凌ぐ高解像度。もちろんフィ

シリーズと同じく定評

X

O

X

「ダブルレンズキットに含まれるレン
ズ、XC16-50mmF3.5-5.6 OISと
XF27mmF2.8は、その日の気分によ
って使い分けています。前者はコン
パクトサイズながら、広角から標準、
中望遠までをカバーするオールマイ
ティな標準ズーム。後者は街歩きを
楽しみながら、単焦点のボケ味を気
軽に手に入れることができるのが最
大の魅力です」

「高彩度でメリハリのある表現を行う
Velvia（ビビッド）
、自然な肌色と鮮
やかな背景を両立させたASTIA（ソ
フト）
、見た目に自然な色を再現して
くれるPROVIA（スタンダード）など、
まるでフィルムを選ぶような感覚で、
フィルムメーカーとして究極の色再
現を追求してきた富士フイルムなら
ではのこだわりを楽しめます」

ルムメーカーならではの色再現

は他の

があります。そんな画質への信

真を撮る喜びを再認識させたの

頼だけでなく、その江さんに写

が、高画質な写真を一瞬でシェ

アできる、かんたんスマートフ

ボタン

i

ォン送信機能。

︲Ｆ

i

「お気に入りの画像は、カメラ

の上部にあるＷ

を押せば、すぐにスマートフォ

ンやタブレット端末へ画像を送

１で撮影を楽しんでい

M

信できるんです」

X

︲

る、その江さんの作品に興味を

お持ちになった方は、ぜひその

江さんのフェイスブックやブロ

グをのぞいてみてください。そ

の江さんのみずみずしい感性と、

究極の色再現を追求してきた富

士フイルムならではのこだわり

＜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、露出補正

少し
早めの

X-M1をもっと知りたくなったら

M

その日の気分で

こだわりの画質！

下記QRコードを読み取ってご応募ください。QRコードが読み取れ
ない場合は、
「npopcc」で検索してPCCホームページから、または
Facebookフォトカルチャー倶楽部ファンページからご応募ください

にうなるはずです。
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フィルム派も満足する

PCC 会員限定 １名様にプレゼント！

「最近はカメラよりもスマホやケータイで写真を楽しむ
人が増えているようですが、写真を趣味とするならば、
やっぱりカメラで高画質な写真を撮影したいもので
す。今回ご紹介したX-M1は、一眼レフ並みのクオリテ
ィとスマートフォン送信機能を両立したカメラなので、
初めて本格的なカメラを使用する方にも、これからブロ
グやSNSを始めたいと考えている写真愛好家の方にも
おすすめ。これまでウェブの世界に敷居の高さを感じ
ていた人も、この機会にぜひ新しい世界を体験してみ
てはいかがでしょうか」

その江（そのえ）
新潟県出身。東京造形大学卒業後、荒木英仁氏に師
事する。2003年「LightInguz」を設立し独立。独自の
視点・感性で撮る広告写真などで活躍。スイーツから
風景までオールマイティな写真家として、カメラメー
カーなどからの依頼も多数。近年の写真セミナーでは、
「ハートで撮ること」の大切さを改めて伝えている。公
益社団法人日本広告写真家協会会員。
その江さんのブログ http://sonoe.jugem.jp/

その江さんが語る、
FUJIFILM X-M1の魅力

X

テーブルフォトの第一人者・その江さんが

足元に咲いている小さな花が愛らしかった。27㎜のレンズの描写力とボケ味、そして生き生きとした植物の緑を出すためにフイルムシュミレーションをVelvia
にして鮮やかさと可憐さを表現してみました。フジフイルムX-M1、XF27㎜F2.8、F3.2、1/2000秒、ISO200、－1/3EV

愛用している富士フイルムの シリーズ。

画像のアップに欠かせない、愛用のスマートフ
ォン。専用のアプリをダウンロードしておけば、
スマホに気に入った画像を転送、いつでも楽
しめます。愛用のスマホにつけている友人がプ
レゼントしてくれた根付には、しっかりと名前
が刻まれているので、どこかで落としても「誰
かが必ず届けてくれるはず（笑）
」だとか。ち
なみに、いっしょについているのは、故郷新潟
生まれのキャラクター「もち-うさぎ」

１」

の魅力について語っていただきました。

写真のアップに欠かせない、
愛用のスマホ

今回はその最新機種「 ︲

2011年 に ス タ ー ト し た そ の 江 さ ん の
Facebookには、Xシリーズで撮影したそ
の日の“ゴハン”などが随時アップされてい
ま す。 ま た、2013年8月 に は、FUJIFILM
SQUAREで、東京ミッドタウンのおすすめ
ゴハンを展示した写真展「しあわせゴハン」
も開催されました。「しあわせゴハン」で
もX-M1で撮影した作品が展示されました

X-M1は旅でも持ち運び便利なコンパクトボディ。詳しくは→P35

14

こんな人におすすめ！ イヤーアルバム

思い出マイスターが写真整理の悩みを解決！

写真が入っている期間を入力するだけでソフト

が自動でいい写真を選択、レイアウトまでして

カメラのキタムラ各店には、思い出の残し方
について要望別でアドバイスしてくれる〝思
い出マイスター〞
がいます。今回は、〝思い出
マイスター〞佐藤さんに、１年の思い出を簡

外に出ることなく家の中で簡単

ールして、そのソフトを使えば、
ほか、大きく配置してくれるな

真を自動でセレクトしてくれる

画像データを解析して、いい写

撮ったままにしておくと、整理

として役立ちますよね。しかし、

も鮮明によみがえらせる手立て

ードできたらソフトを起動して、

ダウンロードします。ダウンロ

ホームページにアクセスして、

結果から、カメラのキタムラの

と検索してください。その検索

パ ソ コ ン で「 イ ヤ ー ア ル バ ム 」

わってつくりたい方はレイアウ

す。スタンプ機能もあり、こだ

ご自身でのレイアウトも可能で

変更や入れ替えもできるので、

ずか５分ほど。あとから写真の

像をレイアウトする時間は、わ

くれるんです。セレクトした画

どのレイアウトまで引き受けて

するのがどんどん面倒に感じる
まず自分が撮影した写真の中か

バムにしてくれるので、誰でも

フトが勝手に写真を選んでアル

します。イヤーアルバムは、ソ

のページ数を決めます。たった

場所を設定し、最後にアルバム

次に写真データを保存している

入っている期間を設定します。
です。パソコン上で注文すると

数を選択できるのもうれしい点

予算に応じて写真の数やページ

―
これだけ聞くと、確かに簡

単な作業のようですけど……
イヤーアルバムのすごいとこ
ろは、じつはここからです。こ

の

本当に便利で簡単にアルバ

年をゆっくりと振り返るい

の整理をしてみてください。こ

て、ぜひイヤーアルバムで写真

この年末年始の休暇を利用し

ムができるんですね。驚きです。

―

約１週間後に仕上がります。

これだけの作業でアルバムがで

―
すれば、いいのでしょうか？
イヤーアルバムは、もちろん
カメラのキタムラ店頭でもつく
ることができます。自宅でイヤ
ーアルバムをつくりたい方には、

つくり方は簡単

パソコンで「イヤーアルバム」と検索して、
カメラのキタムラのホームページから「イヤ
ーアルバム直行便」をダウンロードしてくだ
さい

ダウンロードが完了したら、
「新しいアルバム
を追加する」をクリックすると作成できます

い機会にもなり、毎年続ければ

す。これなら時間のない人でもつくれます。

びに悩んでいた人も簡単につくれます。

各ページのプレビューイメージが確認できま
す。こだわってつくるならレイアウト変更もで
きます

こまで設定すると、ソフトがピ

真を自動的に選んでくれます。これなら写真選

自宅のパソコンでつくることが

フトが大量のデータの中から解析して、いい写

家族の思い出が本棚に増えてい

さなどの撮影条件や表情、視線の方向などをソ

ント・明るさ・構図などの撮影

「イヤーアルバム」なら、ピント・構図・明る

で き ま す 。「 イ ヤ ー ア ル バ ム 直

1

きるのです。

というと？ 具体的にどう

写真は

のも事実です。そこで、私は
。また、

ト後に編集すればＯ

ソフトのインストールは簡単。

に注文・作成できるんです。

単にまとめる方法を教えてもらいました。

いよいよ年の瀬が差し迫っ

てきました。この 年で撮りた

―

１年の思い出を
「イヤーアルバム」でらくらく整理

「イヤーアルバム」は、アルバムで使用したい

港北東急SC店）

らアルバムに使用したい写真が

すか？

（カメラのキタムラ横浜・

簡単に写真を整理できます。

K

年の思い出を何より

思い出マイスター
佐藤卓さん

「イヤーアルバム」をおすすめ

ですが、何かよい方法はありま

めた写真を簡単に整理したいの

1

く楽しみになるはずです。

確 認 し てOKで あ れ ば、 そ の ま ま 注 文 で き ま

全体のレイアウトが見れるので、アルバム内の
流れも確認できます

条件や表情、視線の方向までも

５分でできます。レイアウトが完了した写真を

「少しずつ少しずつ」 本田江里さん
一年で撮りためた写真を一冊にまとめませんか

1
を設定、ページ数の選択、レイアウトまで最短

行便」というソフトをインスト

「イヤーアルバム直行便」を立ち上げて、期間

思い出を
残す
新方法

う間に整理できます。

「イヤーアルバム」は使用する写真の期間を設
定してその中から写真を自動でセレクト

くれます。これなら撮りためた写真もあっとい

18
思い出マイスターは胸元に「思い出マイスターバッジ」をつけています。ぜひカメラのキタムラで見かけたら声をかけてみてください
PCC会員なら、カメラのキタムラ店頭受け取りのときに会員証提示でイヤーアルバムも10％引きになります

19

どの写真を選べば
いいのかわからない！

3.

アルバムをつくりたい
けど時間がない！

2.

たくさん撮りためて
整理ができない！

1.

思い出シリーズ 3

思い出の
残し方
２通り

もらった年賀状、どうしていますか？

思い出深い年賀状を
データで残す

友人たちからの年賀状は、日々忙しく過ごしている身にとって、
安らぎを与えてくれる貴重な便りです。
ただ、年々増えて保存する場所に少し困ってしまうのも事実。今回は、
そんな思いが解決できる便利な保管方法をお教えします。

して住 所 録にできるカメラのキ
タムラの「 宛 名 データ化サービ

親しい友人や知人などの近況
に思い出を振り返ることもでき

保 存できるので、いつでも 簡 単

ス」
。これなら年賀状をデータで
を知るのに、毎 年のやり取りが
ます。さらに、住所 録を活用す

年賀状をデータ化して
簡単に保管

楽しみな年賀状。とくに写真が
きに過去の年 賀 状をひっぱり出

ることで、年 賀 状を作 成すると
して、一枚一枚 住 所 を 確 認 する

婚や子どもの誕生報告、生まれ
た子どもの成長の様子などがわ
必要もなくなります。忙しい年

印刷された年賀状は、友人の結

かり、もらった人は思わず 笑 顔
末の時 間を無 駄にしない、まさ

と考えている人も 多いと思いま

かいい収 納 方 法はないかなぁ、

分するのも気が引ける……。何

れていく け れど、かといって処

見返す貴重な情報にもなり、そ

こまで歩んできた時 間の経過を

データ化しておけ ば、自 分がこ

でなく、自 分が送った年 賀 状も

また、友人からの年 賀 状だけ

自分の歩みを見返し、
交遊録としても活用

に一石二鳥のシステムです。

になってしまいます。
束にして、

ところでその年 賀 状、整理は
どうしていますか
そのまま押し入れや棚にしまっ
ている人が多いのではないでしょ

す。そんな思いを 持つ人に、今
のときの交 遊録としても活用で

うか。年々たまって場 所をとら

回は年賀状保管が楽になる方法
きます。この機 会に、年 賀 状を
データ化してみてはいかがでし

をお教えします。
それは、はがきの両 面 をＰＤ
ょうか。思い出がより 身 近に感
じられます。

Ｆにデータ化するとともに、宛
名をＣＳＶファイルにデータ化

入園・入学を控え、これから何かと慌ただしくなってくる時期には、
余裕を持って早めに記念撮影をすませるのがオススメです。

くなり、思うように時間もとれ

を家族と、ひと足早くスタジオ

そこで、子どもの新たな門出

よりもお得な料金になる「入園・

で撮影をする皆さまには、通常

この期間、入園・入学の記念

な笑顔を演出してくれます。

ても無料。子どものうれしそう

愛いドレスなどは、何回着替え

る約４００点におよぶ制服や可

また、こちらで取り揃えてい

しています。

入学プレミアムセット」を用意

撮影で写真に残してみませんか。

２月より実施します。

ペーン」を今回も２０１４年の

そこで PCCでは、入園・入学の思い出をしっかり残せるスタジオをご紹介します。

はお店受け取りで約１週間
同じ撮影料

ません。

店頭で受け付け、 仕上がり
CSV 形式で住所録に

何ポーズ撮っても

何着でもお着替え無料

子どもの節目を思い出に残す

月に入園・入

特別賛助企業のスタジ

衣装を何回
着替えても無料
プレミアムセットも充実

宛名データは
PDF データ化できる
撮影用の衣装は

新たな旅立ちのとき
入園・入学の思い出を残す
家族の新たな門出を
早めにスタジオで撮影
まだまだ先のことと思ってい
月、

たら、あっという間にその時期
が……。
学を控えている子どもがいる親
の皆さんにとって、これからの
季節は思いのほかときが経つの
を早く感じるものです。
Ｃ

オマリオでは、毎回ご好評いた

子どもの節目は家族の節目で
もあります。でも年が明けると、

さらに、商品として購入した

スタジオマリオ

はがきの両面が
お買い上げ金額に応じて

プレゼントあり

?

だいている「入園・入学キャン

すべての写真を Ｄに焼いて、
その場で買うことができるのも
プロのカメラマンによる撮影

マリオならでは。
だから、その出来栄えに大満足
すること、間違いなし。ぜひ、
スタジオマリオを利用して、家
族の節目となる大切な一枚を残
してみませんか。
サービスの詳細は、お近くの
スタジオマリオまでお問い合わ
せください。

こがお得

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

「宛名データ化サービス」の特徴
スタジオマリオの入園・入学撮影こ

年賀状保管が楽になる「宛名データ化サー
ビス」で思い出の１枚も大切にデータ化
データ化すればすぐに見れます
「マイ バディ」ジャクソン ランディさん

もらったたくさんの年賀状が
データ化できます
宛 名 デ ー タ はCSV形 式 で 住 所 録
に。来年の年賀状づくりもらくらく
自分でつくった年賀状も
データ化できます

20
つくった年賀状、もらった年賀状でも応募OK。「写真年賀状コンテスト2014」の応募締切は2014年1月25（土）
。詳しくは→P28
スタジオマリオではTカードをつくれて、Tポイントを貯められて、使えます

21

4

カメラのキタムラ
専門のスタッフがお電話で全力サポート！
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

C

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
「マリオフォトCD」を購入すれば、入園・
入学の写真がパソコンなどで見られます
家族でいっしょに撮影しても、
撮影料金はかわりません

C

P

3

ご家族の予定も何かと慌ただし

入園・入学する幼稚園、学校の制服で撮ることもできます

思い出シリーズ 4

※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。

街中すべてが写真の主役

透き通った氷柱

冬

冬を感じる氷柱や雪。野鳥
撮影は、季節を感じるもの
を 一 緒 に 撮 影 す る だ け で、
一段と野鳥も引き立ちます。
大森さんのように光に注目

編

凍った滝の雫

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。今回は雪や氷を
紹介。同じ白い雪でも、
「どう感じたか」によってさ

【せきぶつ】

するのがポイントです。

に感動」を表現する露出で撮影

ま ず、「 朝 陽 が 少 し 当 た る 瞬 間

「雪は露出補正プラス」
と決め込

石仏

まざまな表現があります。

【こおったたきのしずく】
自宅の裏山にある小さな滝で撮
影されたもの。滝の落ち口にあ
る岩の上に雫が跳ねて、氷の玉

雪帽子
【ゆきぼうし】
雪が桜の花に帽子
を か ぶ せ ま し た。
フラッシュ撮影で、
光を弱く当てたの
で雪の透明感や桜
のピンク色が表現
できました。

めずらしい雪
【めずらしいゆき】
何年振りかの名古屋の大雪。そん
な日は、朝早く足跡のついていな
い雪道をねらうのがポイント。

江戸時代の茶室
【えどじだいのちゃしつ】
光と影のコントラストを表現。昔
の建物に雪はよく似合います。

勝さん
杉浦

ができていたそうです。陽が昇
る前に撮るのがコツです。

【はるをまつどうぶつ】

春を待つ動物

すると氷柱がキラキラと表
現できますね。

古い木と陰
【ふるいきとかげ】
雪に埋もれた木。木の陰
が雪に映る様子を出すた
めに、露出補正をマイナ
スに調整しています。

【ふゆのはな】

さん。被写体探しは集中力と根性かもしれ

探してみるものだなと思いました」と園部

「真冬とは思えないような色鮮やかな花。

冬の花

には露出補正をプラスにします。

この作品のように、雪を白く見せたいとき

待って撮影。白い雪に動物が浮き立ちます。

雪の中で草を食べているところを、じっと

曾我爲吉さん

ません。朝の散歩も、少しコースを変えて

昌尚さん
林

古川明弘さん
渡邉源一さん

大森隆一さん

まわってみてはいかがでしょうか。

裕之さん
林

【すきとおったつらら】

規則的な
屋根瓦
【きそくてきな
やねがわら】
ビルの上から街の屋 根 を
撮影。どこからどこ ま で
を写真で切り取るか 、 構
図を工夫しています 。 屋
根瓦の並びが規則的 で お
もしろいですね。

園部直樹さん

22
「わたし色の写真の撮り方」では、写真家・きょん♪さんの冬の撮り方を掲載。詳しくは→P25
皆さんのとっておきの被写体、また、おなじみの被写体でもかわった撮り方をした写真をお送りください（テーマ 春）応募方法は→P48
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剛さん
小笹

薫さん
青木

365日フォトコンテスト
2013春夏

全体的に高いレベルの作品たちで、新鮮な印象が残る

「二蓋笠」

安達智さん(山形県) 撮影地：山梨県甲斐市
キヤノンEOS 5D Mark Ⅲ、70-200㎜ F2.8、F5.6、1/400秒、
PL、三脚使用

横田康治さん(高知県) 撮影地：高知県仁淀川町
キヤノンEOS 1Ds Mark Ⅲ、EF8-15㎜ F4L、F4、1/640秒、三脚
使用

人部門

「絶叫」
山下善久さん
福(岡県 )

「狭間」

柴山正治さん（東京都） 撮影地：東京都小金井市
キヤノンEOS 7D、24-70㎜ F2.8、F4、1/400秒

11
／15～ 3／15

特別なスポットで
粘って絶好の
チャンスをとらえる
腕自慢コース

人部門

風景部門

グランプリ

グランプリ

「満開のお花畑」

「虹と遊ぶ」
水上裕康さん（東京都）
撮影地：千葉県袖ヶ浦
キヤノンEOS 5D Mark Ⅲ、SP
AF28-75㎜ F2.8、F7.1、1/640秒

柴田寛之さん（大阪府）
撮影地：滋賀県大津市
F9、バルブ、三脚使用

こういう瞬間はあまり見たことがない、という作品
審査員：竹内敏信氏
風景写真の第一人者として最も人気が高
く、アマチュアの指導にも力を入れてい
る。日本写真芸術専門学校校長、NPO
法人 フォトカルチャー倶楽部顧問

全体的なレベルは確実に上がっており、「こういう瞬間はあま
り見たことがない」というような新鮮な作品が印象に残りまし
た。また、まだどこにも紹介されていない作者の思い入れのあ
る特別なスポットで苦労して粘って絶好のチャンスをとらえた
作品が多くあり、今後がますます楽しみになりました。

特選

「 お留 守 番 」
大西展子さん
福(岡県 )

準特選

／15～11
／15

365日フォトコンテスト 2013 春夏

パワーを感じ、色の表現に気を配る

自由部門

プリントまで気を配り、応募する

自由部門
グランプリ

「胞子が降る」

「まどろむ人」
石倉美義さん
群(馬県 )
「夜のビートルズ」
西村光洋さん
香(川県 )

39

「春の嵐に立ち向かう」

「胴上げ」
乘松賢二さん
愛(媛県 )

斉藤弘昌さん 東(京都 )
撮影地 ： 東京都
キヤノンＥＯＳ ５Ｄ
Ⅲ、ＥＦ ２-００㎜ Ｆ２ ８･ ＩＳ
ⅡＵＳＮ、Ｆ３ ２･、１／３２０秒、三脚使用

「ハプニング」
髙橋昌平さん
群(馬県 )

特選

70

7

365日、日々のワンシーンを切り取って応募するフォトコンテスト。
31,478点もの応募のなかから選ばれた上位作品は、
オリジナリティを活かし、今後がますます楽しみになるものばかりでした。

「春栄の訪問者」

M
a
r
k

／15～ 7／15

ギャラリー

ＵＦＯ
「イナズマ」
小 林 壯 太 郎 さ ん 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷
石(川県 )
大(阪府 )

ギャラリー

[応募期間]
2014年3月15日(土) まで
[応募方法]
カメラのキタムラ店頭で受付いたします
[募集コース]
腕自慢コース、腕だめしコース、
スマホコース
[問合せ先]
カメラのキタムラ お客さまなんでも相談室
TEL.050-3116-8888

人が動かない時間に撮影するなど、オリジナリティを活かす
準特選

シャッターチャンスも応募のチャンスも365
日!! 365日を通して、応募総数約10万点と
なる 全 国 最 大 規 模 の 写 真 コン テストで
す。全国のカメラのキタムラ店舗で受付し
ています。詳しくは→P43

3

誌上

特選

「親子の愛」
小林敏行さん
新(潟県 )

誌上

準特選

風景部門

365日フォトコンテスト 2013 秋冬
作品募集

いまこの瞬間がチャンスであって
この１秒前でも後でもない

「
『スィーッ』と天まで昇れ！」

林昌尚さん(福井県) 撮影地：福井県越前市
キヤノンEOS ６D、100㎜マクロ、F5.6、13秒、三脚使用

全国各地で写真展に行ったり、写真教室に通ったりしませんか。詳しくは→P37

「間伐材再生」

上島信一さん(長野県) 撮影地：長野県大町市
キヤノンEOS 1D Mark IV、F17-35㎜、F22、PL、三脚使用

審査員：織作峰子氏
写 真 家。1981年 度 ミ ス ユ ニ バ ー ス 日 本 代 表。
1985、1986年全国二科展入選。国内外で写真展を
多数開催するかたわら、テレビや講演に幅広く活躍
中。大阪芸術大学教授
静かな作品ながらパワーを感じさせるもの、動きの
ある中で、この１秒前でも後でもないという瞬間を
とらえた作品など見応えがありました。人が見てい
ないところを見つけたり、人が動かない時間に行動
したりなど、オリジナリティを活かした作品が上位
にあがっています。

石井稔さん（群馬県）
撮影地：群馬県桐生市
ニコンD7000、18-250㎜、
F6.3、3秒、三脚使用

色表現に気を配り、黒の締まりの違いを理解する
審査員：丹地敏明氏
写真家。風景写真を中心に、民家、伝統
工芸など撮影対象は多岐にわたる。フォ
トパラダイスアカデミー主宰、NPO法
人 フォトカルチャー倶楽部顧問

前回とはまた傾向の違う作品が集まり、感動がありました。審
査をしていて感じたことは、やはりプリントにまで気を配った
作品は上位にあがってきているということ。色の表現力にして
も、特に黒の締まりが違うということを理解して応募している
作品は強いです。

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、その他
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365日フォトコンテスト
2013春夏

表情やその周りの風景を一緒に取り込む

腕だめしコース

被写体に出会ったときの感動が感じられる
ペット＆動物部門

自然部門

誌上

誌上

旅部門

こども＆赤ちゃん部門

ギャラリー

ギャラリー
グランプリ

グランプリ

町田平さん（埼玉県）

「また会おう」撮影地：沖縄県

グランプリ

中村賢一さん（福岡県）

「遊ぼうよ」撮影地：福岡県

オリンパスE-M5、サムヤン Fish-eye 7㎜、F5.6、1/1000秒

ニコンD4、500㎜、F4、1/1000秒、UV、三脚使用

ニコン D800E、AF-S NIKKOR 50㎜ f/1.4G、Ｆ2.8、1/60秒

旅先での出会いを
大切にする

生き物を身近な
仲間ととらえているよう

動物の生態、
性格が伝わるような作品

審査員：杉本恭子氏
竹内敏信氏に師事し、2003年にフリーに。公益社団法
人日本写真家協会会員、日本写真協会会員、日本写
真療法家協会理事、キヤノンEOS学園講師

審査員：海野和男氏
自然写真家。長野県小諸市にアトリエを構える。テレ
ビでも活躍。日本自然科学写真協会会長、日本昆虫協
会理事、公益社団法人日本写真家協会会員

審査員：増田勝正氏
1945年東京都出身。イヌやネコ、ペット専門の動物
カメラマンとして30年以上従事。イヌ、ネコのスタ
ンダード、歴史、使役犬、生態、行動等に造詣が深い

旅を楽しんでいる光景や家族の絆を感じられる作品が
印象的でした。風景だけを扱っている作品が多かった
のですが、旅先での出会いを大切にして、旅の情景と
して人間の表情やその周りの風景を一緒に取り込むよ
うに考えると、より上位に入る機会が増えるだろうと
思います。

自然の様々な表情の作品にワクワクしながら審査をし
ました。今回は特に鳥を写した作品によいものが多か
ったです。デジタルカメラの高速シャッターを使うな
どの皆さんの工夫と努力が実ったのだと思います。若
い撮影者の作品では生き物を身近な仲間ととらえてい
るような作品があったのも嬉しく思いました。

飼育しているからこそ撮れるその動物の生態、性格が
伝わるような作品が増え、全体のレベルは上がってい
ます。大変喜ばしいことです。ただ、写真コンテスト
の場合、小さいサイズでの応募は印象を弱めてしまう
ので店員さんとよく相談しサイズやプリントのクオリ
ティの問題を検討していただきたいと思います。

特選

自由部門
グランプリ

「夏の香り」

特選

鈴木倫子さん（茨城県）
撮影地：茨城県
キヤノンEOS kiss X2、
EF-S18-55㎜、F3.5、
1/25秒

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

腕だめしコースなので、テクニックよりも初めてその被写体に出会ったときの
感動が感じられる作品を選びました。ベテランと初心者、年代による作品作り
の違いが見ていておもしろかったです。全体のレベルが上がっているので上位
に入るには五感をくすぐるなどプラスαがないと難しいでしょう。

今回は速いシャッタースピードでとらえた躍動感のある作品や、シャボン玉を
使った夢のある作品、入学式での緊張感のある初々しい表情をとらえた作品な
ど、ほほえましい作品が集まりました。回を重ねるごとにすばらしい作品が多
くなっています。撮影する機会を増やしてシャッターを多く切り、その中から
選ぶ作業をすると、一段とよい作品ができると思います。
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「宇宙人アラワル」
西山祥子さん
（埼玉県）

「ロックンロール」
福森翔一さん
（東京都）

準特選

「我が家のせんと君」
原亜矢さん
（三重県）

「幻影」
中本聖さん
（沖縄県）

「楽しい潮干狩り」
「Ｔａ ｋｅ Ｏｆｆ」
仲程梨枝子さん 宮永吉隆さん
（沖縄県）
（兵庫県）

準特選

特選

「ぶらさがり～」

多田和夫さん（山口県）
撮影地 ： 山口県、ニコンＤ７００、
シグマ ５-００㎜ＡＰＯ ＤＧ、Ｆ
、１／４００秒、三脚使用

10

「お勉強
大丈夫かな？」

室峰正雄さん（愛知県）
撮影地 ： 愛知県、ソニーα３５０、
-㎜ 、Ｆ３ ５･、１／ 秒

特選

「暑中見舞」

「これではお嫁に行けません」

河野栄美さん
（兵庫県）

準特選

福井将人さん
（兵庫県）

「ぼくもまぜて！」
横井大輔さん
（兵庫県）

「鏡の国の小さなさかな」 「今なら誰も見てないから…」「秋色に染まる」
高鷹春一さん
（福岡県）

栗原一行さん
（千葉県）

「星降る夜」
星野雄飛さん
（神奈川県）

こんな写真が撮りたい！と思ったら、PCCの撮影イベントに参加して撮影テクニックが学びませんか。詳しくは→P31

「さあ、
虫とりだ 」

坂田淳志さん （兵庫県）
撮影地：兵庫県
ニコン D300、TOKINA A
F-X 12HPRO DX 12-24
㎜ FA-MACRO、F5.6、
1/1000秒

「欲ばり赤ちゃん」 「わんこ大好き」
林純一さん
池原康夫さん
（愛知県）
（大阪府）

オリンパス TG-610、F5.4、1/30秒

審査員：川合麻紀氏
彩り写真家。雑貨、子どもなどオールマイティ。テレビ出演、写真教室などで
分かりやすい写真指導でも人気。公益社団法人日本写真家協会会員

水上雄太さん（愛知県）
撮影 地：愛知県、ニコンＤ４、Ａ
Ｆ Ｓ- ＮＩＫＫ Ｒ
O ㎜ ｆ１ ８･、
Ｆ１ ８･、１／１６０秒

「夕日に照らされて」

金子和美さん（東京都）
撮影地：アメリカ ハワイ州、

準特選

「至福の時」細川和彦さん（北海道）、撮影地：北海道
躍動感ある作品やほほえましい作品たち

「もの思う」 「Ｆｌｙｅｒ!!」
金坂俊二さん（島根県）
撮影地：島根県
ニコン D90、AF-S DX NIK
KOR 35㎜f/1.8G、F2.8、
1/2000秒

グランプリ

被写体に出会ったときの感動が感じられる

朝日恵美子さん（静岡県）
撮影地 ： 静岡県

「み～つけたっ！」

撮 影 地： 群 馬 県、 キ ヤ ノ ン Ｅ Ｏ

秒

80

小久保実夫さん（埼玉県）

-㎜、Ｆ８、１／

「アメリカサイズ」
増井典子さん
（北海道）

準特選

18
55

キヤノンＥＯＳ Ｋｉｓｓ Ｄｉｇｉ ｔ

梅田創介さん（福岡県）
、撮 草野幸男さん（千葉県）
影 地： 宮 崎 県、カ シ オ 撮 影 地：千 葉 県、ニコン
EXILIM EX-２R300
D60、AF-S17-35㎜ F2.8、
F8

ａｌＸ、ＥＦＳ

「好奇心」

Ｓ １-ＤＸ、ＥＦ４００㎜ Ｆ２ ８･

「童心」

ＬＩＳ、Ｆ２ ８･、１／１０００秒

特選

41

熊澤鉄雄さん（愛知県）

「サギの文次郎」撮影地：愛知県

プリントのサイズ、迷ったら大きなサイズで。腕だめしコースならA4(210×297mm)がおすすめ

40

スマホコース

10代の作者の作品が増え、大混戦のコンテスト

誌上

特選

ギャラリー

「初デート」
畑本聖子さん（岡山県）

「変身 !!」

グランプリ

「いたたたたっ」

山下佑香さん（兵庫県）

島田法子さん（神奈川県）

「いたたたたっ」というタイトルの作品ですが、痛がっているのは被写体のマ
マで、そして撮影者であるというスマホならではの作品です。つねっている顔
はそんなにいたくないけれど、自分たちを撮っているというその視線の優しさ
が、家族写真としてこれ以上ないくらい暖かい作品になっています。

準特選

身近なスマホで気づいたら撮る
審査員：奈良 巧氏
早稲田大学政治経済学部卒業後、小学館勤務。現在は雑誌記者、カメラマン、
編集者。季刊「フォトコンライフ」に「奈良巧カメラ」連載中。

「ナンの叫び」
山下由樹子さん
（山口県）

「フロ友」
松岡里佳さん
（沖縄県）

「白い影」
岩井人志さん（北海道）

「キラキラな冬」
木本くるみさん
（千葉県）

「熟睡」
米長時正さん
（北海道）

入選

「花道」
矢野亜紗美さん（徳島県）

「犬？鹿！」
谷内豊さん
（東京都）

「電波バリバリ！」
秋本亜紀さん（広島県）

「ここはどこ？」
萩原沙貴子さん
（東京都）

「カーズと一緒に夢
の中…」山田愛さん
（岐阜県）

「赤そばの花ドレス」
冨田浩子さん（青森県）

「初夏に恋して」
林田芳代子さん（神奈川県）

「逆さ富士」
鈴木治美さん（長野県）

「夕焼けのホーム」
阿出川健太さん
（東京都）

「もののけの森で」
山口雅司さん
（大阪府）

「足なが星人登場！」
大森香葉子さん（岩手県）

「海に行きたい」
丸谷瑠美子さん（岩手県）

「っはい 」
中山真弓さん（栃木県）

「クリームパン」
眞壁真代さん
（茨城県）

「かくれんぼ」
梅原麻美さん
（高知県）

「一日の終わり」
林真紀さん（神奈川県）

「走れ、大根」
福永梨萌さん（熊本県）

「天体望遠鏡越しの
スーパームーン」
西里望さん（沖縄県）

「あっかんべぇー」
郡千賀子さん
（宮崎県）

「米太郎」
細江正太郎さん（石川県）

!?

?!

「Ｐｅａｃｅ」
小島明菜さん
（群馬県）

「力つきました…」
長谷川絵美さん（滋賀県）

「ライオン… 」
高崎菜々子さん（大阪府）

「つけまゆげ」
黒澤敬子さん（兵庫県）

「ゴムゴムのガトリング!!」
岡本美花さん
（愛媛県）

10代の作者の作品が増え、ヤング層対シニア層という図式の中間にママ層が
いて、こんなに年齢差があるコンテストはないんじゃないかというくらい大混
戦のコンテストでした。一眼レフを持っている人も増えていますが、常に身近
にスマホを持ち、
気づいたら撮るという写真の原点を思い起こさせてくれます。

「空宙散歩」
後藤絵理さん
（茨城県）

「産まれてきてくれて有難う」
「ゴジラ!?出現!!!」 永島麻奈美さん
北田光さん（埼玉県）（埼玉県）

撮った写真で年賀状をつくりませんか。「写真年賀状コンテスト2014」では、つくった年賀状、もらった年賀状を大募集。詳しくは→P28
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渋がき塾

（水）
201４年２月 日（木）～２月 日

名の会です。 今

中央環状線

20

3

26

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
至池田

新宿御苑

★

P
●はるやま

るので、 それぞれの作 品 を 楽しん

野畑小学校●

至大阪市

あなたも写真展を開きませんか？

でいってください。

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）

1号線
国道17

千里中央駅

●１出口

★

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
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
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「私のお気に入り」

渋がき塾「私のお気に入り」

ルミエール写真展
槙本達雄写真展「四季の主役たちⅡ」

Thanks for Coming
私にとっての第二の故郷

ギャラリー

第10回 カメラのキタムラ公募展
三菱商事写真同好会2013年写真展

おでかけ

アンダルシアの風

フォトギャラリーキタムラ東京で楽しいひとときを

29

四季折々、美しい景色は
私たちを癒してくれる

S

寒い季節は写真展でいろいろな作品を見て楽しみませんか。フォトギャラリーキ

渋がき塾は、ニコンにいらした柿

タムラ東京・新宿では、今後開催される予定の注目の 展をピックアップ。

今後の予定

クラブは 門 井

201４年１月 日（木）～１月 日（水）

23

フォト３ クラブ写真展

私 た ちフォト３

上 達 を 目 指す約

2

本完二先生を塾長とした、写真の

目の写 真 展を 開 催します。 先 生の

回は、グループで初めての写真展に

S

回

フレッシュな感性に刺激され、会員

なります。テーマを限定せず、それ

ゆりか先生を講師に迎え、第

の写 真にも 若さを 感じてもらえる

フォト３Sクラブ写真展

ぞれの「お気に入り」を展示してい

12

はずです。 出 展 作 品を 楽しくご覧

いただけたらと思います。

３

槙本達雄写真展

６

「四 季 の 主 役 た ち Ⅱ 」

３

月 日（水）

○２月27日（木）～３月５日（水）
○３月６日（木）～３月12日（水）

「日本の祭りコンテスト」入賞作品展

201４年 月 日（木）〜

○２月20日（木）～２月26日（水）

咲き競う美しい花々。芽生

○２月６日（木）～２月12日（水）
○２月13日（木）～２月19日（水）

えた新緑の、次第に色づきや

○１月30 日（木）～２月５日（水）

は四季折々、私たちを癒し、

○１月23日（木）～１月29日（水）

がて散り行く木々の姿。彼ら

○１月６日（月）～１月22日（水）

楽しませてくれます。その素

2014年

敵なたたずまい、移り 行く一

ギャラリー

○12月12日（木）～12月18日（水） 第12回 くらんぼーんCLUB写真展
○12月19日（木）～12月27日（金） スロー写真大賞写真展

瞬を記録したいと写真を撮っ

第13回キヤノンフォ
トクラブ東京第６ 写真展

ています。 前回の写真展
「四

○12月５日（木）～12月11日（水）

季の主 役 たち 」から６年、

2013年

新たに撮りおろしています。

おでかけ

今後の予定

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿の

「自然の風景」を主題に光を感じる

積み重ねた10年の成果

撮り歩くことが健康維持の秘訣

思いを巡らし、写真を撮る

不思議と脅威に満ちた世界

フォトギャラリーキタムラ（東京・新宿）では、手間
のかかりがちな展示や片付け、発送の手配などはす
べてギャラリーのスタッフがこなしてくれます。写真の
設置やライティングも、展示専門のフレームマンがプ
ロデュース。フォトギャラリーキタムラなら簡単な準
備で写真展が開けます。下の開催までのステップを
見ながら、あなたも写真展を開いてみませんか？

はじめての写真展こんな具合に
スタート
□
□
□

ギャラリーで申し込み
展示する写真選び
ダイレクト・メール作成

開催１ヶ月前
□ 写真のデータ渡し
□ ダイレクトメール発送

中川節子写真展「パリに魅せられて」
2013年9月19日（木）～9月25日（水）
10年間生活していたパリは、私にとって第二の故郷ともい
えます。今回は、ごく一部ですが私にとってのパリを写真展
でご覧いただきました。
「ここ知っている」
、
「ここにも行っ
た」
、と思いを巡らせてもらえたのではないでしょうか。

小森眞写真展「自然の光景と」
2013年9月12日（木）～9月18日（水）
「自然の風景」を主題に写真をはじめました。キヤノンで
桜井始先生に師事し、光の大切さをはじめ、基本的なこ
とを教えてもらいました。作品を見て、光を感じていただ
けるような作品を展示しました。

第10回フォトクラブ210写真展
2013年9月5日（木）〜9月11日（水）
今年は第10回目の区切りの年でした。今年のテーマは「私
のベストショット」として、各自がお気に入りの写真の中
から選んで出展しました。10年という積み重ねの成果を
ご覧いただけたかと思います。

東武カルチュアスクール第16回TCS写真展
2013年8月29日（木）〜9月4日（水）
「東武カルチュアスクール」の教室メンバーが年間成果を
発表しました。今回は16回目。作者がそれぞれ高齢化に
なる中で、創作による活性化、撮り歩くことで健康維持
などに結びついています。

大高明写真展「サウスウエストの或る風景」
2013年8月22日（木）〜8月28日（水）
地球原風景の宝庫といわれる、アメリカサウスウエス
ト。撮影を始めて20数年。撮りつくすことのできないワ
ンダーランド・アメリカサウスウエストの不思議と脅威に
満ちた世界を写真展でお楽しみいただきました。

「継続は力なり」の精神で作品をつくる

18年目の写真展

今回の課題作品は「道」

今年で64周年をむかえた写真部

それぞれの思いや感動を表現

第21回女性のための写真教室作品展
2013年10月24日（木）～10月30日（水）
自由作品、課題作品の二本立てで写真展をしました。今
回は課題作品のテーマは「道」
。身近な存在の「道」で
すが、コンセプトをいかにまとめて作品をつくるかが重要
になりました。

第13回東京電業協会写真部写真展
2013年10月17日（木）～10月23日（水）
東京電業協会写真部は今年で64周年。今回は13回目の
写真展でした。モノクロからカラーへ、フィルムからデジ
タルプリントの時代への変革を受け継ぎ、自然、人物な
どあらゆるテーマで写真を楽しんでいます。

第13回フォトグループ（FINE）写真展
2013年10月10日（木）〜10月16日（水）
富士フォトギャラリー日比谷で産声を上げた私たちのグルー
プの写真展も、今年で13回目を迎えました。その間で体調
を崩したりして撮影から離れるものもいましたが、各々の思
いや感動を自由に表現した楽しい作品を展示できました。

開催２週間前
□ ギャラリーでプリントの仕上り、
色味チェック
開催前日
□ 展示準備
オープン！
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撮った写真をアルバムにまとめませんか。イヤーアルバムなら１年間の思い出を簡単に一冊に。詳しくは→P18

第11回フォトクラブ景作品展「風林火山」
2013年10月3日（木）〜10月9日（水）
写真家・秦 達夫先生の指導のもと、日本の四季の風景
（風・林・火・山）を切り撮り、今年で11回目の作品展示
をしました。研究を重ね「継続は力なり」の精神で、そ
れぞれが課題を持って作品づくりに取り組みました。

キヤノンフォトクラブ東京第3 第18回写真展「それぞれの出会い」
2013年9月26日（木）〜10月2日（水）
キヤノンフォトクラブ東京第3は、EOS学園桜井教室の
生徒が中心となり発足しました。第18回写真展は、門井
ゆりか先生のご指導をいただいてから2回目の写真展。
18年目の私たちの作品を楽しんでいただきました。

写真展を見て、撮りたくなったら撮影イベントに参加しませんか。詳しくは→P31

44

平成25年12月10日発行

季刊第87号

ＮＰＯ法人

フォトカルチャー倶楽部発行

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-20-205 ☎03-3356-3552

