会員70,380名の皆さんの力で社会貢献、
(2014年４月１日現在)

フォトカルチャー倶楽部。

「涼」を撮る
道具たち
写真の力で環境保護貢献

みどり東京フォトコンテスト
全国から参加できる

PCC会員公募「なかま展」
参加者募集
入って楽しみませんか？

Facebook PCC 全国交流グループ
メンバー続々増加中
折り畳んで持ち運び

ベルボン
「ウルトレック UT-63Q」
プレゼント

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

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：
「夏雲」

表紙：
「水上のバレリーナ」

佐藤協二さん（広島県）

亀山英章さん（岡山県）

家族で行ったキャンプ場で撮影しました。徐々に空が
暗くなり、今にも雨が降りそうな雰囲気でした。それ
を表現するため、絞りを絞りつつシャッター速度を上
げて撮影しています。撮影した後は、本当に雨が降っ
てきました。

岡山県の自然保護センターにある池で撮影しました。
本当はカワセミを撮りにいったのですが、たまたまシ
ラサギが降りて羽を広げていたので、とっさにシャッ
ターを切りました。突然の出来事でカメラの設定や構
図を考える暇もなかったので、本当に偶然とれた１枚
です。

ニコンD700、50mm、F7.1、1/2500秒、広島県三原市、
2010.7.14
「365日フォトコンテスト2011春夏」より

ニコンD2X、AF-S EDVR 500F4G、F4、
1/2000秒、スカイライト、三脚使用、岡山県総社市、
2012.5.1
「365日フォトコンテスト2012春夏」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、フィルター、三脚使用、撮影地、撮影日
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写真の力
PCC創立６周年
顧問写真家シリーズ
フォトカルチャー倶楽部（PCC）6周年を記念し、
季節ごとにPCC顧問に作品を紹介してもらう「顧
問写真家シリーズ」
。今回は竹内敏信先生に滝を
撮影してもらいました。

PCC顧問

竹内敏信

青森県十和田湖町

「双竜の滝」

会員皆さまのお陰で６周年を迎えることができました。これ
からの進展を期待しています。透明感のある滝は日本人の
感情にピッタリ合います。ポイントは、四季折々の周囲の景
色を取り入れることです。今年は、海外に向けたムックを
製作する予定です。

フォトカルチャー倶楽部顧問

竹内敏信

1943年愛知県生まれ。名城大学理工学部卒。愛知県庁勤
務後、フリーとなる。多くの写真コンテストの審査員を務め
る。写真展、講演会など多数。主な写真集に「花祭」
（誠
文堂新光社）
、
「天地」
「一本櫻百本」
「竹内敏信の熊野古道」
「大欧羅巴」
「山河照抄」
「富士山」
（出版芸術社）
、
「天地風韻」
（日本芸術出版社）
、
「digiscape 日本列島」
（ソフトバンク
クリエイティブ）
。日本写真芸術専門学校 校長 日本写真
家協会 会員 現代写真研究所講師
写真集「天地」が２００４年日本写真協会賞年度賞受賞
2008年 第６回 飯田市藤本四八写真文化賞受賞
オフィシャルウェブサイト
http://www.takeuchitoshinobu.jp/
世界遺産に登録され、名実共に
日本の象徴となった富士山。そ
の富士山を、竹内敏信氏が撮影
した一冊です。膨大な数の写真
の中から81点を厳選し、さまざ
まな表情を見せる富士山を、余
すところなく収録しています。
『富士山：竹内敏信写真集』
出版芸術社 8,000円＋税

絞り優先、10秒、F19、三脚使用、ベルビア50

3

＜撮影データ表記＞撮影モード、シャッタースピード、絞り、三脚使用、フィルム

竹内敏信さん監修の「ココがベストスポット 美しい日本の風景 四季を撮る」を、PCC 会員限定で 1 名様にプレゼント！
撮影地やテクニックなど、実際に役立つ情報が盛りだくさんです。宛先は→ P.48

「ココがベストスポット

美しい日本の風景 四季を撮る」どんな内容なのでしょうか。詳しくは→P27
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写真の力
『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

いにしえのマヤ人は、
「セノーテ」
と呼ばれる聖なる泉と洞窟に、雨
の神「チャク」が宿っていると信
じていた。メキシコのユカタン半
島東部、トゥルム遺跡の近くのセ
ノーテに潜って、泉の中をダイバ
ーが探査する。撮影したポール・
ニックレンは水中写真家の第一
人者だが、洞窟ダイビングの特訓
を受けてこの取材に臨んだ。

表紙写真は「ナショナル ジオグラ
フィック日本版」2014年5月号
h t t p : / / w w w. n a t i o n a l g e o
graphic.jp
©2014 PAUL NICKLEN / National Geographic
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日経ナショナルジオグラフィック社がPCC編集の「ココがベストスポット

美しい日本の風景 四季を撮る」を発売。詳しくは→P27

今号の「ソコシリ」ではシャッタースピードを解説しています。詳しくは→P8
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写真の力
『フォトライフ四季』編集部が選んだ
夏を彩る2枚
じめじめとした梅雨が明ければ、
照りつける太陽が顔を出す。
フォトライフ四季が選んだ
今月の2枚をご紹介します

「海原に昇る」

磯貝光博（愛知県）

撮影ツアーで小笠原諸島へ行ったときに撮影しました。シャ
ッター速度を上げて連写で何枚も撮りましたが、この１枚が
クジラの躍動感をもっとも表していました。ホワイトバラン
スも太陽光に設定し、空や海の青さを表現できました。
ペンタックスK-5 Ⅱs、DA55-300mm、F5.8、1/1000秒、PLフ
ィルター、東京都小笠原村（父島海上）、2013.3.9

「365日フォトコンテスト2013春夏」より

「水かけまつり大好き」
多和裕二（東京都）
富岡八幡宮の水かけまつりで撮影しました。背景も構図に入れて、状況がわかるよう
に意識しました。少女がどうやって水を浴びているかがわかると思います。露出は女
の子に合わせ、シャッター速度は速めの1/800秒、ISO感度は800に設定しています。
キヤノンEOS 50D、タムロン18-270mm、F5.6、1/800秒、UVフィルター、東京都江東区、
2010.8.15

「365日フォトコンテスト2011春夏」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→P24

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。「日本の祭り写真コンテスト2013」作品を発表。詳しくは→P36

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、フィルター、撮影地、撮影日、その他
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【ココがポイント ２】

シャッタースピードを速くして動きを止める

シャッターが開いている時間
が短いことを「高速シャッター」

服部考規さん
ナビゲーター

第 8 回 シャッタースピードを駆使した撮影に挑戦

服部考規（はっとり・たかのり）

】

１ ９ ７ ３ 年 神 奈 川 県 生 ま れ。 日 本 写 真 芸 術 専 門 学 校 卒 業。 風 景 写 真
家・竹内敏信氏の助手、写真制作会社勤務を経てフリーとなる。写真専
門学校・写真教室講師や写真雑誌の執筆等で活動中。東京ビジュアルア
ーツ講師、フォトカルチャー倶楽部講師、ＮＨＫ文化センター講師、ク
ラブツーリズム講師、朝日アウトドア教養講座講師。

【ココがポイント

シャッタースピードで光を当てる時間とタイミングを決める

写真を撮るうえで必要不可欠
なカメラの機構が「シャッター」
に、光が当たるタイミングと 時

です。カメラのイメージセンサー
間を決める機構です。このシャッ
ターが開いている時間を「シャッ
タースピード」と呼び、シャッタ
ースピードの速さによって写真の
明るさを調整します。
シャッタースピードは、被写体
の〝動き〟をどのように写し取る
かという、とても大 切な役 割を
担っています。速けれ ば被 写 体
れば動いているように写る、とい

は止まっているように写り、遅け
うことです。
プログラムオートや 絞り 優 先
絞り値に応じて、カメラがシャッ

を 使 用している場 合は、光 量や
タースピードを 決 定します。自
分で設定したいときは、シャッタ
ースピード優先を使用します。

秒

秒より遅くなると、手持

光量を調節しましょう。

り、絞り値を小さくしたりして、

ときは、ISO 感度を低くした

入る光量が多くなります。その

低速シャッターではカメラに

低速シャッターの出番です。

で光跡を写したりするときも、

ているように表現したり、夜景

あります。水の流れを糸が引い

ャッターと同じくらいの魅力が

低速シャッターにも、高速シ

でしょう。

ルフタイマーを使用するといい

ル）やワイヤレスリモコン、セ

際もレリーズ（リモコンケーブ

しましょう。シャッターを切る

脚などでしっかりカメラを固定

ち撮影では限界があります。三

１／

ることがポイントです。ただし、

カメラをしっかり構えて撮影す

ぶれ補正機能を活用した上で、

ば手ぶれしやすくなるので、手

シャッタースピードが遅くなれ

あたりから呼ぶことが多いです。

定義は難しいですが、１／

と呼びます。低速シャッターの

が長いことを「低速シャッター」

シャッターが開いている時間

シャッタースピードを遅くして「動感」を表現する

【ココがポイント ３】

そこが知りたい！初心者向け講座

1

30

と呼びます。一般的には、１／
５００秒より速いシャッタース
ピードのことです。被写体の動
／８

きを止めて撮影したい場合に有
効で、１／４０００秒や
０００秒といった超高速シャッ
ターは、スポーツ写真などには
欠かせなくなっています。
もちろん、身の回りの風景を
撮影する場合も、高速シャッタ
ーは幅広く活用できます。波し
ぶきを止めるなど、肉眼では見
られない写真ならではの光景も、
高速シャッター表現の一つでし
ょう。また、風で揺れている花
をしっかり止めて撮影したい場
合や、超望遠レンズで手持ち撮
影するようなシーンも、高速シ
ャッターの出番です。
高速シャッターは短時間で光
量を確保する必要があるので、
絞りを開いてレンズから入る光
を多くします。シャッタースピ
ードによっては開放絞りでも光
が足りなくなることがあるので、

糸を引いたような滝の流れを表現するため
1/6秒の低速シャッターで撮影しました。滝
の形や水量、あるいは表現意図に合う適切
なシャッタースピードを見つけてみましょう。
オリンパスOM-D E-M1、M.ZUIKO DIGITAL
ED 12-50mmF3.5-6.3 EZ、1/6秒、F13、
-0.7、ISO100、三脚使用、福島県猪苗代町
達沢不動滝
服部先生と撮影しながら
学べる講座は→P29

「シャッタースピード」の〝ソコシリ〟

こんな写真撮りたくありませんか？
それなら…

さらにここに注目！
絞り値を大きくして
手前から奥まで
ピントを合わせています
日没後の光量が少ない状況では、低速シャッターの表現の幅が広がります。日中では撮るのが難しい、普段とはひと味ちがう「華厳の滝」を
表現してみました。
ニコンD300s、AF-S 28-70mmF2.8D、F16、30秒、-0.7、ISO200、三脚使用、栃木県日光市 華厳の滝
水が止まった印象に写すには1/500秒よ
り速いシャッタースピードが適切です。被
写体が暗い場合は、ISO感度を高くして
露光量を確保しましょう。
オリンパスOM-D E-M1、M.ZUIKO DIGITAL
ED 12-40mmF2.8 PRO、1/640秒、F8、
-0.7、ISO6400、三脚使用、神奈川県湯河
原市

8
＜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、三脚使用、撮影地
シャッタースピードを遅くすると、三脚が必要になります。三脚プレゼントは→P10

9

ISO 感 度 を 高 く し て 対 応 し
ます。

水の動感を写すには1/10秒より遅
いシャッタースピードが適切で
す。表現意図によっては、他のスピ
ードも選択してみるといいでしょ
う。
オリンパスOM-D E-M1、M.ZUIKO
DIGITAL ED 12-40mmF2.8 PRO、
1/40秒、F8、-0.7、ISO800、
三脚使用、神奈川県湯河原市

10

1

思い出をつくる道具たち

ふだ ん 使いのカバンに 収 納 さ れ た
コンパクト な 撮 影 機 材 た ち

地図を見ながら、
東京をさまよい歩く

雑草に魅了された
酒井梨恵さんの必携アイテ
ム

いつもカバンにしのばせているポケットサイ
ズの地図。東京のほかに、千葉、神奈川、
埼玉、大阪の地図も所有しています。気にな
った場所をメモしたりしているので、数年使
い込むと地図は書き込みで真っ黒になるの
だとか（現在の東京地図は三代目！）
。突然、
雨に降られてもあわてないように、折りたた
み傘も必携です。

13

撮影機材リスト

現在愛用しているカバンは、パソコンもすっ
ぽりと入る、少し大きめのショルダーバッ
グ。酒井さんは機材をすべてこのカバンの中
に入れて、撮影に出かけています。専用の
カメラバッグではありませんが、大切な機材
はクッション性の入れ物に分けて収納してい
るので、カバンの中でぶつかり合う心配は
ありません。

【カメラボディ】

ニコン D7100
ニコン 1 J3

【交換レンズ】

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR
タムロン SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD
1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6
1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6

【三脚】

ベルボン UT-63Q

折りたためば
持ち運びもラクチン

新潟県糸魚川市、白馬山麓にある高浪の池。新緑が生い茂り、緑の写り込みのグラデーションがきれいでした。その美しい姿を対岸の水平線を意識して撮影しました。
ニコンD5100、AF-S DX 18-55ｍｍ F/3.5-5.6、絞り優先、F11、1/15秒、ISO100、+0.3、晴天、新潟県糸魚川市、三脚使用、PLフィルター使用

ベルボンをもっと知りたくなったら

※ウェブからのみの応募となりますの

ベルボン

で、あらかじめご了承ください

機材はできるだけ
少ないほうがいい

街歩きが趣味という酒井さん。

カバンにはいつもカメラとポケ

ットサイズの地図をしのばせて、

自由気ままに撮影散歩を楽しん

でいます。

「私は人の温もりが感じられる

場所が大好き。だから、街を歩

いていても、つい人が集まる公

園や広場に足が向いて、風景の

中に人を入れた写真を撮ってし

まうんですよ」

最近のお気に入りは、モダン

なビルが建ち並ぶ東京のオフィ

ス街や、家族連れやカップルで

賑わう葛西臨海公園。酒井さん

は身軽な出で立ちで街を颯爽と

歩き、心に留まった風景をスナ

ップし続けています。

「だから機材はできるだけ少な

いほうがいいんです。三脚もこ

こまで小さく折りたたむことが

できれば、カバンに入れても苦

になりません。でも、最近はち

ょっとだけ考えを改めています。

お化粧道具や日焼け止めなんか

も持ち歩かなきゃって（笑）
」

気になる草を見つけたら
三脚を取り出して撮影

そんな酒井さんが、最近夢中

になっている被写体が雑草。生

命感にあふれた雑草を見つける

＜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、ホワイトバランス、撮影地、三脚使用、フィルター使用

と、所構わずカメラを向けてし

まうそうです。

「雑草の健気でひたむきな姿に、

ある日突然、心を奪われてしま

ったんです。気になる草を見つ

けたら、カバンから三脚を取り

出してローアングル撮影。そん

63

人の温もりや、草の生命力に魅了されて、

応募締切：2014年７月3１
日（木）

なときは『ベルボンＵＴ︲ Ｑ 』

が役立ちますね」

初夏は草がみずみずしく輝き

63

出す季節。コンパクトな『ベル

ボンＵＴ︲ Ｑ 』を持ち歩けば、

街の撮影がいっそう楽しくなる

11

かもしれません。

酒井梨恵（さかい・りえ）
1979年、東京生まれ。ニコンカレッジ講師。音響制作
会社に勤務した後、日本写真芸術専門学校に入学。写
真家・竹内敏信氏の事務所へ入社し、2009年よりフリ
ーに。学生時代より「神田川～川と周辺に暮らす人々
の営み～」を撮り続け、最近ではあちこちに生える草
の形に魅せられ、新たな作品制作にも取り組んでい
る。現在、写真教室講師や写真雑誌等の執筆も行って
いる。

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

応募先

「写真を趣味にされている方から、何を撮ったらいいの
かわからないという悩みをお聞きすることがありま
す。私の場合は街や草が大好きだから、それを撮り歩
いているわけですが、誰でもふだんの生活の中で気に
なっているものって必ずあると思うんです。形が面白い
なとか、色がきれいだなとか、小さな発見でかまいま
せん。まずは自分の目で被写体を発見し、そのシンプ
ルな心の動きを突きつめていく。そんなことができれ
ば、写真を撮る楽しみはグンと広がっていくと思います」

ベルボン
「UT-63Q」
PCC 会員限定 １名様にプレゼント！

操作性の良さと、軽さが気に入っている「ニコ
ン1 J3」
。ストラップ代わりに、チェコの雑貨
屋さんで購入した革ひもをくくりつけて、自分
流にカスタマイズしています。液晶モニターを
見ながら撮影するので、革ひもは両腕をまっ
すぐ伸ばしたときの長さに調整しています。

街を撮り歩いている酒井梨恵さん。

自分の目で
被写体を発見する
という喜び

酒井さん愛用の

白い革ひもを装着して、
自分流にカスタマイズ

そのみずみずしい感性を形にする、愛用の

プロの金言

持ち歩くならこの三脚

撮影機材を見せていただきました

こんな写真撮りにいきませんか？

写真家・酒井梨恵さん

機材はすべて
お気に入りのカバンに収納

三脚は夜景の撮影でも使います。星景写真の解説は→P12

10

おすすめの撮影地ガイド

東京メトロ丸の内線 新宿御苑前駅
出口 より徒歩５分

東京のみどりを撮る
新宿御苑

いつまでも大切にしたい自然。
風景写真を撮って、たくさんの人に
「後世に残したい風景」を伝えることができます。
身近なところにも、みどりあふれる撮影スポットがこんなにたくさん。

ＪＲ常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅から
京成バス「水元公園」下車 徒歩 分

皆さんのみどりスポット写真もコンテストでお待ちしております。
（詳細はＰ ）

水元公園

区内で最大規模を誇り、埼玉県に

東京国際
フォーラム

Ｒ 有楽町駅より
徒歩 分

国内最大級のコンベンション・セ

1

参加費（一律）
：会員：３,０００円（税込）

ンターとみどりの融 合。街 中に

場所：新宿中央公園（東京）

東京
までまたがる水元公園。今ではたくさん
の樹木が成長していますが、公園ができ
る前は水田や湿地だったため、ほとんど
生えていなかったようです。

地下鉄 大手町駅から
徒歩５分

かつて江戸城の
中に含まれてい
た庭園です。バ
ラ園、果樹園、
雑
木林など多くの
みどりと、そこ
に集まる生き物

16

J

講師：服部考規

撮影：古川明弘
撮影：光川十洋

たちで、シャッ

○８月２日（土）１０:００～１２:００

ターチャンスが

場所：清澄庭園（東京）

もこんなみどりがあふれています。

講師：種清 豊

あふれています。

Ｒ青梅線
古里駅、奥多摩駅

○7月6日（日） 10:00～12:00

皇居東御苑

鳩ノ巣
渓谷

場所：日比谷公園（東京）

園の特徴を融合させた造りは、何度でも撮影に訪れたくなります。

自宅の庭で
身近なみどりも被写体に。
ベランダや庭でも撮って
みませんか。

多摩川の中流域にある渓谷。道は整
備されていますが、ありのままの自

ＪＲ武蔵野線
西国分寺駅より徒歩 分

然が残されています。紅葉の名所と
しても有名です。

武蔵国分寺
公園

芝生広場が大きく広が
り、みどりと水が共生
している公園です。こ
の写真はスマートフォ
ンで撮影した 枚。力
強く生きている様子が

講師：徳光ゆかり

ゆったりと広がる芝生が印象的な公園です。イギリス、フランス、日本など、各庭

Ｊ 青梅線
西立川駅より徒歩２分

東京都、神奈川県、山梨県に渡って流れる
川。昭島市では散策コースが整備されてい

J

14
このページは、会員の皆さまの作品で構成されています。
写真の力で環境保護につなげる「みどり東京」フォトコンテストを開催。詳しくは→P16

15

一般：４,５００円（税込）
申込方法はP.31

7

○６月２１日（土）10:００～１２:００

撮影：畑 耕逸

るのが特徴。早朝には野鳥も訪れます。

撮影：野田真愉美

7

撮影会を開催、 参加者募集

撮影：吉田 巧

撮影：長崎 修

みどり東京フォトコンテスト連動企画

昭和記念公園

20

23
表現されています。

撮影：野田真愉美

日本庭園、砂川口、 盆 栽 苑 な ど 、 撮 影 ス ポ ッ ト が 満 載 。

青梅線
東中神駅より徒歩 分

撮影：吉田 巧

1

桜、コスモス、イチ ョ ウ な ど 、 四 季 を 通 し て 楽 し め ま す 。

多摩川
JR

撮影：森 南実子

1

R

今ドキの
思い出の
残し方
イヤーアルバムな
ら簡単に写真の整
理ができます。

思い出を簡単に整理する 「魔法のアルバム」

サ イ ズ はA4とA5
から、表紙のデザ
インも選べます。
「イヤーアルバム」で思い出をかんたんに整理しませんか

カメラのキタムラには、思い出の残し方をア

ま ず、どの写 真 をアルバムにした

どんなことをすればいいのでしょう。

文・作成できるんです。ですから、お

トをインストールすれば、簡 単に注

「イヤーアルバム直行便」というソフ

カメラのキタムラ

ドバイスしてくれる〝思い出マイスター〞が

なければ、自 動レイアウト後に画像

ます。

いか、撮 影した期 間を決めていただ

客様の準備は画像データを集めるだ

http://www.kitamura.jp

います。今回は、思い出マイスターの前川さ
んに、いま話題のイヤーアルバムについて話

― ― イヤーアルバムが好 評ですが、

の入れ替えやアレンジも可 能です。

を聞きました。

あらためてイヤーアルバムを 紹 介し

さらに「主人公設定」をすれば、一人

くさんの思い出をブック形 式で１冊

― ― 今の時代だからこその技術が駆

を中心にしたイヤーアルバムがつくれ

にまとめることができます。しかも、

使されているんですね。
イヤーアルバムは、自宅のパソコン

きます。次に、写真データを保存し

け。さらに、アルバムを彩るスタンプ

理方法です。

ている場所を指定していただきます。

類も充実しました。写真整理が面倒

タムラのホームページにアクセスして、

最 後に、アルバムのページ数 を 決め

だと思っている方は、ぜひ一度お試し

でつくることもできます。カメラのキ

る。たったこれ だけで、日 常で撮 り

ください。

― ― 簡 単にできるとは、具 体的には

に悩んでらっしゃる方にピッタリの整

その方 法はとっても簡 単。写 真 整理

イヤーアルバムは、撮 りためたた

ていただけますか。

イヤーアルバムで１年の
思い出をすっきり整理する

ソフトが画像と
レイアウトを自動で決定

思い出マイスター
前川優子さん

ページ数を決める

ためた思い出を、
〝しあわせ〞を実感

期間を決める

できるイヤーアルバムにできるんです。
― ― 自分のお気に入りの写真が漏れ
てしまう心配もありますが…。

2

じつは、そこからがイヤーアルバム

step アルバムの

3

メディアを入れる

step

のすごいところなんです。この３つの

step アルバムにしたい

1

ステップだけで、画 像 選 択とフォト

イヤーアルバムはカメラのキタムラ店頭でもインターネットでもつくれます

19

ブックのレイアウトを短時 間で自 動
的に決めてくれるんです。気に入ら

ム
イヤーアルバ
ん3ステップ
た
ん
か

思い出シリーズ 1

準備は画像だけ

PCCでは、お子様の晴れ姿をプロならではの撮影技術で残すことをおすすめしています。

劣化を防ぐ

幅広い種類のテープに対
応。自宅に眠っているビデオ
をダビングできます

思い出が劣化する前にDVDにダビングしましょう 「海風」石川浩二さん

月

最近よく聞くのが、ビデオテープが劣化して
見られなくなってしまったという声。今回は
ビデオテープをＤＶＤに残すキタムラのダビ

ライト」が

好評です。人気の秘密は、リーズナ

ダビングは「ＤＶＤ

ングサービスをご紹介します。

ビデオテープに残した思い出を

ングできるので、お手軽にサービス

ブルなお値段。１６２０円からダビ
たくさんの思い出が詰 まった、大
をご利用いただけます。さらに対応

ＤＶＤでデジタル保存する

ミリビ

デオのテープ。しかし、デジタル化
ました。広く普及していたＶＨＳは

できるテープの種類も豊富にそろえ

ビデオテープや

が進んだ現 在では、それらのテープ
もちろん、ベータマックスやＨｉ８、

Ｈ

を再 生する機 材がどんどん減ってい

切な

るのが現 状です。しかも、テープが
デオテープに対応しています。

ｍ ｉｎ ｉＤＶなど、幅広い種類のビ

ど、劣化して見られなくなったといっ
た声も、よく聞くようになりました。
ビデオテープがそんな状 態になる
前に、ＤＶＤにデジタルデータ化し
てダビングしてみてはどうでしょうか。
キタムラのダビングサービスなら、
貴重な思い出も色あせることなく保
存できます。お手持ちのＤＶＤプレ

そこでおすすめしたいのが、カメ
データだから、劣化する心配もあり

面テレビでも楽しめます。デジタル

ーヤーやパソコン、最新の薄型大画
ラのキタムラのダビングサービス。

ぜひ一度、お近くのキタムラに問

んか？

に、 Ｄ Ｖ Ｄ に ダ ビ ン グ し て み ま せ

大切なビデオが見られなくなる前

ません。

映像に合わせたチャプター（見出
し動画）が挿入されているので、早
送りして観たいシーンを探す手間が

い合わせてみてください。

一宮・中島通り店
布川店長

ばかり。また、お参り当日に長時間

り、食事会をしたりなど、いいこと

んなでゆっくりと神社にお参りした

を済ませておけば、当日は、家族み

ご家族の予定に合わせて事前に撮影

しいスケジュールでの撮影よりも、

することをおすすめします。慌ただ

で、余裕を持って早めに記念撮影を

れるのも大歓迎。衣装に合わせたヘ

ちろん、思い出の品や洋服を持参さ

まで、じっくりお選びください。も

ので、お気に入りのものが見つかる

なデザインの衣装を取り揃えている

着替えることができます。さまざま

制服や可愛いドレスなど、何回でも

料のサービス。約４００点におよぶ

だいているのが、何回着替えても無

オならでは。プロのカメラマンによ

場でお買い上げいただけるのもマリ

年賀状にすることもできます。その

メラのキタムラでも写真プリントや

できます。ご自宅ではもちろん、カ

をいつでも楽しんでいただくことが

いただくと、お子さまのいろんな姿

CD」（５０００円＋税）を購入して

ータがすべて入った「マリオフォト

ご自宅と店頭で購入でき、プリントや年賀状
にできます

足すること、間違いなしです。

る撮影だから、その出来栄えに大満
ださい。

アセット、メイクアップもお任せく

ります。

着物を着るお子様の予行練習にもな

さらに、ご購入いただいた写真デ

CD購入で
何度でも思い出が
楽しめる

いりません。

山形・馬見ケ崎店
深瀬店長

スタジオマリオで毎回ご好評いた

店長おすすめ 3

ありません。

これは単なるダビングサービスでは

リーズナブルな値段で

デジタルデータで
劣化を防ぐ

伸びたり、カビや磁気転写の発生な

8
着替えは何回でも無料。
豊富に揃えた衣装をお楽しみください

カメラのキタムラ

スタジオマリオ

S

衣装は
何回着替えても
無料

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

V

懐かしいあの時を、鮮明に残す

そこでスタジオマリオの店長におすすめポイントを聞きました。

デジタル保存で

ダビングサービスで
思い出をよみがえらせる

家族みんなで
一足早く
スタジオ撮影

七五三の撮影は、どうしても

店長おすすめ 1

日前後に予約が集中しがち。そこ

店長おすすめ 2

今ドキの
思い出の
残し方

子どもの健やかな成長を見守る行事のひとつ、七五三。

劣化を防いで
カンタン保存

子どもの成長をはかる七五三の思い出を残す

20
写真の思い出も眠っていませんか？「おもいでばこ」なら簡単に整理できます→P26
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

狩野海音ちゃん
5代目マリオガール

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

草加店
山﨑店長

11

キタムラのダビングサービ
スはデジタル保存。映像の
劣化を防ぎ、いつまでもき
れいなまま残せます

15

思い出シリーズ 2

思い出がなくなるその前に

フォトカルチャー倶楽部（PCC）のいぶし銀

物語が紡ぎ出されるような一枚
らが主宰する写真塾の撮影で、

なある日。渡邊翔一さんは、自

に、誰もが辟易していた、そん

いた。連日のうだるような暑さ

体が記録的な猛暑に見舞われて

２０１３年７月下旬。日本全

た風景なのかもしれない。

より、少しだけ遠くなっ

シャッターを切った。

渡邊さんは、その光景に迷わず

ぎながら水遊びに興じだした。

当を広げ、子どもたちがはしゃ

やってきた。保護者は河原で弁

一服の涼を求めて一組の家族が

込んでいた。しばらくすると、

き生きと色づく木々の葉が映り

水面には夏の光を弾くように生

ではないか。

を思い出す人もいるの

枚に、遠い日の夏休み

渡邊さんが撮影した一

人も少なくないだろう。

くなったと感じている

然が身近なものではな

によって、以前ほど自

いま、日本の自然は変化して
始めたのは、大学２年

自分が撮ってみるかと、カメラ

を写真に残せなかった。ならば

真を撮る人間がおらず、思い出
のあとに活かすことが大切だと

「写真は撮るだけではなく、そ

にストンと落ちてきた。

名刺につけられている肩書は

って、いろいろつながりが広が

「憧憬写真家」。現実の風景と、

やがて社会人になり、赴任し

クルに入会し、写真の世界にの
渡邊さんの心象風景が溶け込ん

っていく、それが写真のもつ面

めり込んだ。休日に各地へ出か
だとき、それは憧憬風景となっ

た名古屋で、若い世代の人たち

け、撮影を重ねていく。そうし

白さだと思っています」

ているうちに、渡邊さんは自分
て写真に結実する。

語が紡ぎ出されるような一枚。

その写真によってそれぞれの物

と思うような一枚。あるいは、

た 人 が「 こ こ に 行 っ て み た い 」

単なる風景写真ではなく、見

かしく、また愛しくもある。

い出す。その感覚は、どこか懐

かつて自分がいたその場所を思

い光景に感傷的になりながら、

返るように目を細める。懐かし

呼び起こされ、遠い日々を振り

観たものは、ある種の感慨を

そんな思いが、自然と自分の中

にたどり着く。

の撮りたいものが何であるのか

だけで主催されている写真サー

思います。その一枚が媒体とな

夕暮れ時の琵琶湖を撮影。木のシルエットと水の反射が目に映りまし
た。琵琶湖に行けば、この美しい風景にも出会えます。
ニコン D700、24-120mm F4G、78mm、F8、1/500秒、滋賀県 琵
琶湖

を購入した。

宿で、自分の班だけ写

たテニスサークルの合

生のとき。所属してい

渡邊さんがカメラを

三重県名張市の赤目四十八滝を

いぶし銀

いる。時代や環境の移り変わり

自然の中で遊ぶ子どもたちを撮影した一枚。今ではあまり見られなくなったシーンをとらえた１枚です。
ニコン D800、24-120mm F4G、F8、1/20秒、三重県名張市 赤目四十八滝

訪れた。

いろんなつながりが生まれる。
それが写真のもつ面白さだと思っています」

小鳥のさえずりが響きわたり、

渡邊翔一さん「一枚の写真が媒体となって、
今月の

渡邊先生と撮影しながら
学べる講座は→P30

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」
。
今回はフォトインストラクター・渡邊翔一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。

28
渡邊さんが京都・大阪で撮影会を実施。詳しくは→P30

「日本の祭り」写真コンテスト 2013

総評
プリントが作品づくりの鍵

芳賀日向
祭り写真家、公益社団法人日本写真家協会会員
鹿児島市おはら祭写真コンテスト審査委員長

板見浩史
公益社団法人日本写真協会（PSJ）会員
NPO法人フォトカルチャー倶楽部理事

平嶋彰彦
写真家、編集者
元毎日新聞社出版写真部長、ビジュアル編集室長

腕自慢部門は最終的に写真にカがありプリ
ントの出来映えが良いものが残りました。
グランプリの「神輿が走る」は、流し撮り
で動感を表しています。腕だめし部門は撮
影者の個性的な視点がある作品が選ばれま
した。雪の中での元気な子供たち、村祭な
らではの様子が高評価でしたね。スマホ部
門では、10代〜20代を中心として作品が集
まりました。軽快なスマホならではのユニ
ークな写真は見ていても楽しく、今後もま
すますの応募を望みます。

今年は平均レベルが高く、祭り写真全体の
裾野が広がった印象を受けました。腕自慢
部門のグランプリは、的確な流し撮リテク
ニックを駆使して神興の「静」と人間の「動」
とのコントラストを見事に際立たせ、独創
的な表現を試みた点が評価されました。腕
だめし部門のグランプリは、裸祭りの子供
たちの寒そうな感じを、背景を広く取り入
れて表現したところが作品の眼目。スマホ
部門のグランプリは、出会いの瞬間に写し
取った臨場感が何よりの魅力。スマホなら
ではの祭り写真と言えます。

プリントの出来映えが素晴らしい作品が目
立ちました。主題の絞り方、それをものに
する撮影技術が大切なのはもちろんです
が、仕上げとなるプリントが作品づくりの
鍵になると、改めて思いました。絵作りの
巧みさという点では、腕自慢部門も腕だめ
し部門も、いずれも甲乙つけがたいものが
ありました。スマホ部門のグランプリは、
子供たちと親たちの声が聞こえてきそうな
臨場感がとても素敵な作品です。

「日本の祭り」写真コンテスト 2013

活気づく
日本の伝統

日本の祭り 写真コンテスト2014
作品募集
「日本の祭り」写真コンテスト2014は、祭り
の伝統と誇り、郷土の美しさ、人のあたたか
さをとらえた写真をお待ちしています。中級
者～上級者向けの腕自慢部門、初級者向けの
腕だめし部門、より気軽なスマホ部門があり、
どなたでもご応募できます。

ギャラリー

ギャラリー

写真全体の裾野が広がった

誌上

誌上

写真に力がある

予告

全国の祭りの光景を切り撮った、
「日本の祭り」写真コンテスト 2013。
今回は10,619点の応募があり、祭りの迫力や勢い、
そして美しさを感じる作品が多く寄せられました。

[募集期間]
2014年７月15日（火）～11月15日（土）
詳しくは７月15日（火）以降
カメラのキタムラ お客さまなんでも相談室
にお問い合せください。
TEL.050-3033-0066

腕自慢部門

主催：NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
特別協賛：カメラのキタムラ
富士フイルムイメージング
システムズ株式会社
協賛：クラブツーリズム

静止画に動きをつくる グランプリ

腕だめし部門
ふとした瞬間に訪れる
特選
シャッターチャンス

背景と身なりのアンバランス グランプリ
クラブツーリズム賞
自然との融合

「好奇心」

「秋晴れの下で…」

鈴木中弓 (北海道)
撮影地：北海道

大西幸司
(大阪府)
撮影地：岡山県

ニコンFinepix S5 pro、
24-120mm f4G、F5.6、1/290秒

ニコンD5100、AF10〜24mm、
プログラムオート

「富士に万歳」

一人では出せない雰囲気 準特選

「雪中の裸参り」

「ワーッショイ」
柴崎圭介 (千葉県)
撮影地：千葉県

「きつねの輿入れ」

ニコンD300S、18〜200mm、
F4.8、1/750秒

石倉美義
(群馬県)
撮影地：新潟県
キヤノンEOS-1DX、EF-35～350mm、F11、－1/3秒

早野由香(埼玉県)
撮影地：静岡県
キヤノンEOS 7D、EF15-85mm、F8、1/400秒、PL
フィルター

セオリーから
クラブツーリズム賞
外れた一枚

主役の迫力 準特選

それぞれの一瞬を 特選

金益隆志（埼玉県）
撮影地：群馬県

ニコンD300 AF-S、18-200mm、
F/6.3、1/5秒、三脚使用

「奉納走り込み」
西河 晃 (兵庫県)
撮影地：愛媛県

キヤノンEOS 5D MarkⅢ、
EF70-300mm F4-5.6L IS
USM、F7.1、1/320秒
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佐々木誠志 (秋田県) 撮影地：秋田県
ペンタックスK-5、SIGMA17-70mm F2.8-4 DC
MACRO、F6.3、1/500秒

「神輿が走る」

シャッターチャンスをとらえてフォトコンテストに応募しませんか？ 詳しくは→P24

「直前おさらい？」
畠堀ひと美 (神奈川県)
撮影地：大分県

キヤノンEOS 5D MarkⅢ、EF24-105
F4L IS USM、F4、1/50秒

「若武者参上！」
酒井工 (愛知県)
撮影地：岐阜県

ニコンD300、
70-200mm f/2.8VRⅡ、
F2.8、1/400秒

「出陣」

「足込の榊鬼」

「あばれ大蛇の
「飲み屋横丁」
(千葉県)
雨乞い神事（Ｂ）」 堀越末次
撮影地：青森県

小國恵治
(神奈川県)
撮影地：千葉県

黒田隆雄
(愛知県)
撮影地：愛知県

キヤノンEOS-1D MarkⅢ、300・
2.8、F11、1/400秒、三脚使用

ソニーα350、タムロン18-50mm、
F5.6、1/60秒

田中昭三
(広島県)
撮影地：島根県

キ ヤノンEOS-1DX、EF24-105mm
F2.8 4L IS、F8、1/640秒

ニコンD300、ニッコール18～
200mm、F4.5、1/60秒

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、三脚使用、フィルター
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「日本の祭り」写真コンテスト 2013

腕自慢部門

個性的な視点を楽しむ 入選

祭りの装束の輝き 入選

誌上

誌上

腕だめし部門

ギャラリー

ギャラリー
うね め

「采女」

「ママの応援」

池川恵造

(大阪府)

撮影地：奈良県

林 武正

(埼玉県)

「お堂へ奉納」
撮影地：東京都

横田好子

田川 進
奈(良県 )撮影地 ： 秋田県

(鹿児島県)

(高知県)

「頑張れ〜」

撮影地：高知県

「宴の舞」

小林利秋 （福井県)

撮影地：福井県

「しめ縄祭り」

高取宏樹 （岡山県)

撮影地：富山県

渡邊幸一（福岡県)

「お祝いだ！」
撮影地：山口県

北村奉正 (群馬県) 撮影地：新潟県

「出来た！その調子！」
「試練の出発」

「田の神の舞」
西村正一郎

「あ〜らよっと！」

池田幸樹 (新潟県) 撮影地：新潟県

木本喜朗

撮影地：鹿児島県

(大阪府)

「牛鬼さまのお通り」

「祭りだ〜」

撮影地：滋賀県

沖弥恵子

(大阪府)

竹村悦子

撮影地：大阪府

(高知県)

撮影地：高知県

「幽玄の行列」

「婿投げ」

小坂 明 （群馬県） 撮影地：群馬県

仲淳

(新潟県)

「大凧揚がったよ〜っ！」
撮影地：新潟県

木下安雄 （静岡県)

)撮影地 ： 熊本県

北村 卓 （宮城県） 撮影地 ： 福島県

山(口県

佐々木隆

「法被姿の親子」
田中和美

(福岡県)

田中康博

(神奈川県)

撮影地：茨城

とん

「ブー豚デ〜ル」
笹田 温

(愛媛県)

「手筒花火の日」

撮影地：愛媛県

萩原由紀夫 （神奈川県)

撮影地：静岡県

りゅうかん

「浜の神輿祭り」
撮影地：福岡県

(茨城県)

「旗指物疾走」

財満眞千子

「全力疾走」
「どっちが主役？」

撮影地：静岡県

「流汗」
撮影地：神奈川県

夫津木節子

(長崎県)

撮影地：佐賀県

)撮影地 ： 熊本県

)撮影地 ： 埼玉県

大井幸枝 （山口県） 撮影地 ： 愛知県

熊(本県

「最高潮」

足立憲一

埼(玉県

)撮影地 ： 滋賀県

「赤ちゃん堂々たる土俵入」

藤野光晴

奈(良県

)撮影地 ： 青森県

「泣き出した弟」

松本常義

青(森県

「祭龍昇天」

成田 敏

「小雪舞う」

「ひょうげ者」
下岡美恵

(広島県)

撮影地：香川県

「大空に散りばめた花火」

「焦げ過ぎかな？」

菅野豊行
福(島県

「人馬一体」

黒澤 潔 （群馬県） 撮影地：群馬県

中村靖彦 （愛知県) 撮影地：新潟県

)撮影地 ： 福島県

「奉納」

「竜神が行く」
髙橋秀一
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(山形県)

撮影地：山形県

磯 秀樹

(和歌山県)

「飛沫をあげて」

「どいてどいて」
撮影地：和歌山県

Facebookグループのコンテストなら、投稿するだけでエントリーできます→P25

小山公一郎

(東京都)

撮影地：東京都

根本紀男

(神奈川県)

「勇壮な少年騎手」
撮影地：千葉県

鈴木哲夫 (愛知県) 撮影地：岐阜県

「宝木」
遠藤修一

「夕景の虫送り」
(島根県)

撮影地：岡山県

西山 敦

(新潟県)

撮影地：新潟県

『フォトコンライフ』でもフォトコンテストの発表をしています。今回はDVDの中身を覗き見→P32
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一期一会の出会いを求めて何処にでも出
かけていくバイタリティーのある面々です。
写真を見て「これも好きだな！」と思ってい

3

ただけると思います。

第６回さくら倶楽部写真展

光彩の詩

2014年6月26(木)～7月2日(水)

今年新しく加わった人を含めて、現在
の会員は 16 名。この組織は８年前、秦
先生に教えていただいたことを機に生まれ
ました。今回のメインイベントは第６回写

多岐に渡り展示いたします。忌憚のないご

井上仁美 (広島県)
撮影地：広島県 iPhone 4S

若い世代の感性 準特選

26 19 12
25 18

撮影地：広島県

「最後の夕涼み会」

荻原香理 (群馬県) 撮影地：群馬県 ギャラクシー

スマホで
クラブツーリズム賞
本格パノラマ撮影
「フェイスペインティング」

iPhone 4S

有田千幸（千葉県）iPhone 4S

有川貴大（広島県） 撮影地 ： 広島県

第５回 森 祐二写真教室写真展

第６回さくら倶楽部写真展

キヤノンフォトクラブ東京第７写真展

第３回ふれあいクラブ写真展

やまびこ写真サークル

「祖父の初盆」

久楽清信（広島県） 撮影地 ： 広島県

６／ 〜６／

６／ 〜７／２

６／ 〜６／

７／ 〜７／

も個々に努力をして撮ってきました。そんな

７／３〜７／９

レベルアップを目指しています。今回の写真

高 達志写真展（ミヤンマ）

んな楽しみながら横谷講師の指導のもと、

30 16
３６５日フォトコンテスト秋・冬 優秀作品展

ています。勉強会あり、撮影会ありと、み

第１４回電業写真部写真展

に魅了され、自然の美しさをカメラにおさめ

キタムラフォトカルチャー倶楽部写真展

目の写真展になります。自然を愛し、自然

31 17 10

27 20

東武フォトカルチュアＴＣＳ 水/曜会 合同展
第１１回フォトクラブ２１０写真展

（やまびこ写真サークル）です。今回で３回

７／ 〜７／

10

発足してまだ５年目と若い写真サークル

７／ 〜８／６

やまびこ写真サークル

８／７〜８／

８／ 〜８／

９／４〜９／

８／ 〜９／３

28 21

シャープ 0045H

今後の予定

「とうかさん」

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿の

意見を頂ければと思います。

臨場感と新しい可能性 グランプリ

「ファーストキス？！」

フォトギャラリーキタムラ東京・新宿
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-2-6
☎03-3341-7577

うテーマを軸に風景、都市風景、花など

2014年7月3日(木)～ 7月9日(水)

「水天宮」

長谷川和代 (埼玉県)
撮影地：埼玉県 P-02D

真展の開催です。今年も
「光彩の詩」とい

自然を撮る ～それぞれの四 季 ～

一眼カメラ顔負けの二枚 特選

ギャラリー

ギャラリー

物や、夜明けの太陽、四季折々の花と、

スマホ部門

写真を皆様に見ていただけたらと思います。

(埼玉県)
「きつねの嫁入り」関口浩史
撮影地：群馬県 富士通F-06E
堀内美喜子 （山梨県

!!

入選

!!

」

)撮影地 ： 山梨県

」

)撮影地 ： 熊本県

!!

「お祭りだーいすき

浅地千明 （熊本県

!?

「カーッ ウマイッ

)撮影地 ： 千葉県

李 彤 （東京都 撮) 影地 ： 宮城県

沖(縄県

「甘い雲 」

!!

はじまるぞっ！」

新垣亜希子

「祭

)撮影地 ： 愛知県

日里和樹（神奈川県

!!

」

)撮影地 ： 神奈川県

)撮影地 ： 香川県

)撮影地 ： 東京都

)撮影地 ： 大阪府

「始まる直前、気合注入

上村真奈美（香川県

東(京都

「子泣き相撲」

青柳匡彦

大(阪府

「都会の稚児行列」

松野麻祐

「肌で感じる」

谷ヶ﨑清美 （埼玉県） 撮影地 ： 埼玉県

大山車と神輿

写真撮ったら発表してみませんか。PCCが「なかま展」の作品を募集しています。詳しくは→P26

フォト3Sクラブ写真展
2014年1月23日（木）～1月29日（水）
門井ゆりか先生を講師に向かえ、第2回目の写真展を開催
しました。先生のフレッシュな観点に刺激され、会員の
写真に若さが見られるようになったと思います。出展作
品を楽しくご覧いただけたと思います。

愛(知県
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スペイン＜アンダルシアからカタルーニャへ＞
2014年1月30日（木）～2月5日（水）
ヨーロッパの街角を撮る同好会のメンバーが、昨年の秋
にスペインのアンダルシアとバルセロナへ旅をしまし
た。トレド、コルドバ、セビリアなど、イスラム文明とキ
リスト文明が交錯した関市の足跡や風景を撮影しました。

フレッシュな観点で若返る

桑山 久

三菱商事写真同好会 2013年写真展
2014年2月13日（木）～2月19日（水）
今年もフォトギャラリーキタムラで写真展を開催させていただ
きました。今回はどんな作品が展示されたのか、それはご覧
になった方だけが知っています。みなさま、お楽しみいただ
けたでしょうか。

歴史が交錯した風景を

見る人の心を動かす

「山車と少女」

Thanks for Coming
見た人だけの楽しみ

誌上

雪の日、真夏の太陽の下でも大好きな動

フォトギャラリーキタムラ新宿で楽しいひとときを

クラブ員の写真はさまざまです。雨の日、

風景から動物まで、
多岐にわたる写真を楽しむ

「これが好き！！」。このタイトルのように、

新緑が香るこの季節。今年も夏がやってきます。

おでかけ

2014年6月19日（木）～6月25日（水）

フォトギャラリーキタムラ東京・新宿で、

今夏に開催される予定の注目の つの写真展をピックアップ。

キヤノンフォトクラブ東京第７写真展

フォトスケッチ５
「これが 好き! ! 」

スマホで上手に撮影したいと思いませんか？ スマホならではのおもしろ写真術を紹介します→P27
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