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夏だ、祭りだ！特集
伊勢志摩サミット
「世界に届けたい日本」
フォトコンテスト 結果発表
写真の楽しさを伝える

フォトインストラクター認定講座
参加者募集（仙台）

『フォトライフ四季』は
「第５回 日本タウン誌・フリーペーパー大賞」の
優秀賞を受賞しました。

撮影：高橋

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。
熊本大地震被災地域の一日も早い復興を願い、心よりお見舞い申し上げます

今号の募集
P.11―『行ってみたい 撮ってみたい 日本の祭り』
旅行読売出版社
（プレゼント）
P.14―
「みどり東京フォトコンテスト」
P.24―
「JAPAN PHOTO 2016 春夏 フォトコンテスト」
P.29―いぶし銀たちが教えます。講座がずらり！
P.39―JAPAN PHOTO
「日本の祭り」
フォトコンテスト2016

上の写真「お祭り優先」

表紙の写真「幽谷」

高橋

桂

渉さん（東京都）

例年、７月に執り行われる腰越・小動
神社の天王祭。本祭の日に江ノ島電鉄
の併用軌道区間で電車を避けつつも進
む行列。しばらく運休の時間帯もあっ
たりと、お祭りが優先。地元密着の雰
囲気が味わえる場所からの撮影です。
①キヤノンEOS 5D MarkⅢ、②70-200mm、
③F6.3、④1/400秒、⑤ISO100、
⑧江ノ島電鉄 併用軌道（腰越～江ノ島間）
、
⑨2013年7月14日

栄一さん（広島県）

まだカメラを始めて間もない頃。雑誌
でみたこの光景を撮りたくて、旅行が
てら訪れました。ただ撮るだけでは芸
がないと悩んでいると、たまたまベス
トポジションに一人の女性が。技術は
なくても夢中で撮った、初々しい一枚。
① キ ヤノン EOSkiss X5、 ② タムロン18250mm、③F11、⑦三脚使用、⑧大分県
湯布川峡谷、⑨2011年7月17日
「365日フォトコンテスト」より

＜撮影データ表記＞①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、
⑤ISO感度、⑥フィルター、⑦三脚使用、⑧撮影地、⑨撮影日

発行：NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
特別賛助：カメラのキタムラ&スタジオマリオ

渉

「JAPAN PHOTO」
は、応募総数が約３万点以上
の全国最大規模のカメラのキタムラ主催のフォト
コンテスト。シャッターチャンスも応募のチャンス
も365日あります。その審査員を務める清水哲
朗さんは、
「日本の夏」
をどう写すのでしょうか。

「JAPAN PHOTO」 2015秋冬フォトコンテスト
腕だめしコース 旅部門
審査員 清水哲朗

「海底宇宙」
け ら

ま

ざ ま み じま

沖縄県慶良間諸島、座間味島の人気
ダイビングスポット。閑散期の朝だっ
たため、私とバディだけでこの美しい
光景を堪能しました。構図の大半を岩
で構成したのは、海底洞窟の臨場感を
出すためです。目の前にそびえる壮大
な岩と比較するため、後から来たダイ
バーも意図的に入れています。水中の
撮影で難しいのがシャッターを押すタ
イミング。ボンベから出る泡の形や、
フィンの動きには特に気を配りました。
ふだん見られない水中世界だからこ
そ、その土地の魅力を発見したときの
感動は大きく、ますます自然への興味
が深まります。

清水哲朗（しみず・てつろう）
「JAPAN PHOTO」秋冬フォトコンテスト審査員。独
自の視点でドキュメント、自然背景、スナップなど幅広
く撮影。モンゴル取材をライフワークとし、その功績
が讃えられ数々の賞を受賞。最近で/は、モンゴルの金
鉱山労働者を題材にした個展を開催。
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①オリンパスOM-D E-M1、②8mm Fisheye、
③F5、④1/60秒、⑤ISO200

「JAPAN PHOTO」は毎年開催。春と夏の作品を募集しています→P.24

〈撮影データ表記〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度
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『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

17世紀のバロック様式を用い
て建築されたフランスの「ヴォ
ー・ル・ヴィコント城」。
その美しくも、優雅なたたず
まいにルイ14世が大嫉妬し、
わざわざ同じ建築家を雇って
「ヴェルサイユ宮殿」を建てた
ことでも知られている。毎年
5月〜10月初めに、2千本のキ
ャンドルで城と庭園が幻想的
にライトアップされ、豪華な
花火が打ち上げられるイベン
トを開催。建設当時の落成式
の宴の様子も再現される。

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2016年5月号
http://www.nationalgeographic.jp

DIANE COOK, LEN JENSHEL/National Geographic Creative
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今号の
【今さら聞けないキホンのキ】は、花火の撮り方3つのポイントです→P.8

日本国内のおすすめ撮影地はこちら→P.26
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「 七夕娘 」
浅岡由次さん（愛知県）
小学生のころからずっと撮り続けて

いる知人のお嬢さん。望遠レンズを
使い、お祭りにはしゃぐ無邪気な表
情を切り撮りました。元気で爽やか
な印象にしたかったので、背景の
「竹

飾り」の配色にもこだわった一枚。
夏の日差しで白飛びしないよう、竹
飾りの影を利用しました。

①キヤノン EOS X4、②70-200mm、
③F2.8、⑤ISO400、⑧愛知県安城市

JAPAN PHOTO

応募者に学ぶ夏

応募作の力
一瞬を求めて
夏にはしゃぐ子どもたち。そのあどけなく、屈 託のない表 情は撮る側を癒し、
魅了し、ときには人 生の大 切なことまで 教えてくれます。素 直な存 在 故に、
心から楽しんでいるときでないと自然な表 情が引き出せない、難しい被 写 体。
その笑 顔を撮 れるのは、身内にのみ 与えられた特 権です。そして彼らの成
長は驚くほど早く、刹 那 的 美しささえ感じます。またとない一 瞬を求めて、大
人たちは必死にカメラを構えるのです。

北川隆司さん（岡山県）

「365日フォトコンテスト2012秋冬」より

「夕日をキャッチ！
！」
鈴木文代さん（和歌山県）
休みで帰省した孫をつれて近くの潮岬へ。ふだんは
上から眺める夕日ですが、この日は海辺で遊ぼうと
下までおりてみました。
「夕日を捕まえる！」とい
って無邪気にポーズをとる孫の期待に添うため、
様々な角度から撮影。本州最南端の灯台を後ろに入
れたのもポイントです。
①キヤノン EOS 7D、②18-200mm、③F11、
④1/1000秒、⑧和歌山県潮岬

＜撮影データ表記＞①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑧撮影地
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いてもカメラの操作ができる程

におよぶ撮影にそなえ、座って

に欠かせないのが三脚。長時間

レ リ ー ズ の 出 番。 レ リ ー ズ と

因になってしまいます。そこで

でシャッターを押すとブレの原

せっかく三脚を用意しても手

発目の

つ で す。 基 本 は

花火撮影でのピントの合わせ
方は大きく
MF で合わせる方法。
花火で打ち上がる場所をつかみ、
そこに MF で合わせます。
もうひとつは、打ち上げ地周
辺の光に AF で合わせる方法。
これは花火と街並みを一緒に撮
影する時に使いやすいテクニッ
クです。
どちらの場合も、大まかに合
わせた後にライブビューで拡大
して確認し、MF で微調整をし
ます。また、マスキングテープ
などでピントリングを固定する
と、撮影中にピントが動く心配

りますが、マニュアル露出、絞

設定は機種によって多少異な

ンを押し続けていると、下から

けて消えるまでシャッターボタ

花火が上がり始めてから、弾

がなくなります。

り F8、シャッタースピードバ

上までキノコ型の花火が撮影で

NG

ルブ
（Ｂ）
、ISO １ ０くらい

①キヤノン EOS 40D、
②タムロン18-200mm、
③F11、④８秒、⑥ISO100

【今さら聞けないキホンのキ】

度の高さにしておきましょう。
は、一言でいうとリモコンのこ

ビルの窓明りにＡＦで
ピントを合わせて撮影。

ピント合わせと
道具使いで
花火を攻略する

花火は高い位置にある被写体
とです。シャッターボタンを押

までレンズを向けられます。

です。三脚にカメラを設置する
さずにシャッターを切れるので、

酒井宏和

ャッタースピードになります。

し続けている時間がそのままシ

すると、シャッターボタンを押

が良いでしょう。バルブ設定に

ます。そんな場合は、絞りの数

が白飛びしてしまうことがあり

スピードが長くなり、写真全体

きます。このとき、シャッター

に設定して、明
るさを調整することで、暗く仕

値をＦ 、F
花火が上がる位置を見て判断し、

上がります。

撮影する際の構図は、最初の
メインの花火が上がるまでに調
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手ブレ防止のため、花火撮影

際はいつもの向きに付けてしま
ブレの心配なく花火撮影が楽し

★ココがコツ

写真についての勉強を自身のブログに投稿し続け、１日
４万超えの人気ブロガーへと成長する。それをきっかけ
に仕事の幅を広げ、
現在は自らのスタジオを経営しつつ、
クラブツーリズム、PCC、京王百貨店などで写真講師を
担当。

酒井先生と撮影しながら学べる講座は→P.30

うと、レンズを上に向けきれず、

しっかりとピントを合わせて撮影するとクリアな線が描けます。

日本写真講師協会
（JPIO）
フォトインストラクター
①キヤノン EOS 20D、
②タムロン18200mm、③F11、④11秒、⑥ISO100

めます。

ナビゲーター

11

連続で花火が上がるスターマ
インなどは、露出がオーバー
になる場合もあります。Ｆ16
まで絞っても難しい場合は、
光量を低下させるＮＤフィル
ターを使用します。

①キヤノン EOS 40D、②タムロン18-200mm、③F11、④４秒、⑥ISO100

上手く撮影ができないことがあ

1

0

1

ピント合わせはMFとAFの２パターン
3

最初は花火の上がり位置を確認する

2

整をしていきます。

①キヤノン EOS 20D、
②タムロン18200mm、③F8、④７秒、⑥ISO100

ります。そんなときは、カメラ
を前後逆にして設置すると真上

花火が上がり始めてから、弾
けるまでを撮影。

ココが
ポイント
ココが
ポイント

8
〈撮影データ〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑥ISO感度
酒井先生の撮影テクニックがもっと知りたい人は→P.25
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カメラを前後逆に取り付け、レンズ
が真上まで向くようにします。
手押しでシャッターを切るとブレの
原因に。レリーズを使って遠隔で操
作します。

2

三脚とレリーズを使う

ココが
ポイント

思い出をつくる道具たち

21

芳賀日向さん

祭り写真家・

「流し撮り」成功のヒント
低速シャッターで被写体を追いかけながら撮影し、
風景だけをブラして見せる流し撮り。
主役の存在を際立たせるこの撮影法は、
祭りの迫力を表現するために欠かせないテクニックです。
今回は祭り写真家の芳賀日向さんに、流し撮りのコツと、
機材のお話をうかがいました。

流し撮りは三脚と雲台と愛機２台

おもな撮影機材と持ち物
●ボディ
①キヤノンEOS 5D MarkⅢ

×2台

●交換レンズ
②EF70-200mm F4L USM
③EF24-105mm F4L IS USM
④EF17-40mm F4L USM

①
③

①
④
②
⑤

高さが最大2mを超える三脚（ハス
キー 3段三脚 分離型 太ネジ）と、
自由雲台（リンホフ プロフィボール
ヘッドⅡ）。ダイヤル式の雲台は多
方向にカメラを向けるのに便利です。

もっと流し撮りの作品をのぞいてみませんか？

「祭りの撮影は、情報収集がとても大切。
他の人の作品を鑑賞することは、撮影ポ
イントなどを考える上で、重要なヒント
になるので、積極的に目を通しましょう。
『行ってみたい 撮ってみたい 日本の祭
り』もきっと参考になるはずですよ」

芳賀日向さんの必須アイテム

芳賀日向さん愛用の
三脚＆自由雲台

①キヤノンEOS 5D MarkⅢ、②70-200mm、③F32、④1/8秒、⑤ISO100、⑦三脚使用、⑧兵庫県、灘のけんか祭り

人の作品から
ヒントを探す

用意周到で臨む

●その他
CFカ ー ド（32GBを4枚 ）、 単3形 ア ル
カリ電池（ストロボ用の予備バッテリ
ー）、クリーニングクロス、シャワー
キャップ（突然の雨から機材を守るた
めに使用）
、携帯ライト（夜の祭りで
は欠かせない）
、日本写真家協会のプ
レスカードと腕章、取材ノート

●フィルター
⑤ケンコー Zeta ND4

プロの金言

●ストロボ
⑥スピードライト600EX

⑥

祭り写真家・芳賀日向さんが監修の、
『行ってみたい 撮ってみたい 日本の祭り』

（旅行読売出版社）

止まっているところを撮影

2016年度版が6月末に発売！
本誌のなかでは芳賀さんが撮りためた作品をもとに、
その撮影テクニックのコツとカンを解説しています。

動いているところを流して撮影

※画像はイメージです。
実際のデザインとは異なります。

PCC会員限定 5名様にプレゼント！ 【応募締切：2016年7月31日（日）】
官製はがきかPCCのホームページでご応募できます

官製はがきでのご応募方法
①ＰＣＣ会員番号
②氏名 ③おすすめ撮影地
④行ってみたい撮影地
⑤ＰＣＣ、
『フォトライフ四季』の感想
⑥ＰＣＣ以外に写真クラブに入っているか
（写真クラブ名）
を記入の上ご応募ください。応募先→Ｐ.46

npopcc

スマホでのご応募は
右記QRコードでアクセスください

「ブレと流しは違うんですよ。

ブレは被写体やカメラが動いて

しまう失敗。流しは被写体の動

きやスピード感を表現するため

の技術です」

そう語るのは、祭り写真家の

芳賀さん。流し撮りのときは低

速シャッターを切るので、シャ

ッタースピード優先 AE で撮影

秒から撮影を始めて、

します。

「１／

徐々に遅くしていき、１／８秒

くらいまで遅くすることが多い

ですね。大切なのは手ブレ補正

をオフにすること。これが働い

ていると、背景は流れてくれま

せんからね」

またシャッタースピードが低

速にならないとき、芳賀さんは

ND フィルターを使います。光

の量が半分以下に減らせるので、

昼間の流し撮りも安心です。

三脚と雲台で流す

祭りの流し撮りは、多方向に

カメラを動かして被写体を追う

ため、ブレが生じやすい撮影で

す。三脚だけでなく、雲台の種

類にも気を使います。

「三脚を使った流し撮りは、支

点をつくってカメラを安定させ、

かつ、動かしやすいようにして

おくのが大事。僕が20年以上

愛用している自由雲台は、ダイ

ヤル操作で固定する強さがかん

たんに変えられるので、動きが

スムーズです」

ただし、こんなふうに工夫を

〈撮影データ表記〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑦三脚使用、⑧撮影地

しても、「流し撮りは本当に難し

い」と、
芳賀さんはおっしゃいま

す。ここだけの話、シャッター

チャンスが少ない祭りでは、満

足のいくものが一枚も撮れなか

ったこともあるのだとか。少な

いチャンスだからこそ、芳賀さ
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んは一枚一枚にこだわり抜くの

1956年、長野県生まれ。日本・世界の祭り、
民族衣装、伝統文化を３０年間に渡り撮影。
「ダイドードリンコ 日本の祭り」 チーフカメ
ラマン。JAPAN PHOTO「日本の祭り」 フォ
トコンテスト審査委員。日本写真家協会、全日
本郷土芸能協会会員。（株）芳賀ライブラリー
代表。

かもしれません。

芳賀日向
（はが・ひなた）

60

「ブレ」と「流し」は別物
シャッター優先AEで撮る

PCCへの入会は→P.48

三脚・雲台以外にも、便利な撮影機材がこんなに→P.42
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樋口 徹さん 「都会のオアシス」
新宿区 都庁展望室

伊藤幹雄さん 「採れたー、」
府中市 野川公園

伊藤 務さん 「夕暮れ」 調布市 多摩川

水の流れるところにみどりあり。この二つはいつの時代も私たちの生活に潤いを
もたらす、いわば生命の源。だからこそ、一歩引いて眺めることで、たくさんの
ドラマが見えてきます。あなたの写真には一体どんなドラマが隠れていますか？

渋谷和夫さん 「東京タワーの眞下」 港区 東京タワー

テーマ

テーマ

環境活動

自由にみどり

村上静男さん 「都会のアルプス」
新宿区 神宮外苑通り

街中にだってみどりは溢れています。意識していな
いと、見過ごしているかもしれません。いつもと視
点を変えてみるだけで、身近にみどりを感じること
ができます。

みどり東京フォトコンテスト

街中みどり

写真で守る、東京のみどり

テーマ

湖・滝・海・川
みどり

残しておきたい、もっと増やしたい東京の自然を集める
「みどり東京フォトコンテスト」が、今年も開催。
東京の温暖化防止に、あなたの写真で貢献しませんか ？
応募テーマは６つ。Ｗｅ ｂからでも簡単に応募ができます。
掲載作品は２０１５年入賞作品です。

テーマ

テーマ
清水 慎さん 「楽しい昔暮し体験」
小金井市 江戸東京たてもの園

グリーンカーテンや緑化ビルなど、みどり
を使って温暖化を防ぐ活動が日々行われて
います。それを写真で伝えることは社会貢
献にもつながります。あなたの身近にある、
環境を考えた活動を広めませんか？

テーマ

公園みどり

みどり東京フォトコンテスト

作品募集中

主催：特別区長会 東京都市長会 東京都町村会

東京の自然なら、これまで（2014年10月以降）撮
った桜や紅葉でも応募できます。今年は１８歳以下
の方を対象とした、学生奨励賞も新設。Webから

稲田継夫さん 「木から気を！
！」
新宿区 新宿御苑

の応募も可。「みどり東京フォトコンテスト」で検索
してください。
詳しくは→P.16

15

締切：９月30日（金）

東京で開催される撮影会は→P.29。みどりの写真も撮影できます

みどりがあふれる公園は、都民を癒やして
くれる大切な場所。そんな癒しのパワーが
感じられるような写真をお送りください。

vol.
4
竹島和正さん 「野良仕事」
あきる野市 龍珠院

鈴木浩之さん 「キツツキのいる森」
三鷹市 井の頭恩腸公園
石川裕光さん 「New life」 小笠原村 コペペ海岸

忘れていませんか？ 東京にだって島や里山があることを。休
日に少し足を伸ばせば、
「東京大自然」はすぐそこです。

大久保辰朗さん 「緑化ビル」 港区 麻布十番

どのテーマにも当てはまらない、あなただけの
視点で撮ったみどりの写真もお待ちしています。
大切なのは
「東京にあるみどり」
、それだけです。

里山・島
みどり

掲載作品は2015年入賞作品です

14

2.

誕生日など、様々な人生のイベ

どんなときにつくる ？

キレイなレイアウトになります。
ントで活躍すること間違いなし

―

最後は帯や背表紙、奥付まで

んなのにプロがつくったような

「フォト本」とは、思い出の写真
ついているということ。もちろ
です。他にも、料理の写真を使

そもそもフォト本ってなに ？

を本のような仕上がりでまとめ
ん、それぞれに好きな言葉を入
って自分だけのレシピ本をつく

―
ることができるサービス。スマ
れることができます。
格的な絵本をつくることもでき

ったり、お手製のイラストで本

敬老の日、父の日、母の日、

ホやパソコンに撮りためていた
かんたんに、心のこもったオリ
ます。写真の下には文章がそえ

可愛くてついつい子どもの写真だけをセレクト
してしまいがちなパパ、ママが多いよう。それも
いいですが、自分しか写っていないことにお子さ
んが寂しく思うこともあります。せっかくなら一
緒に写っている写真も入れておきましょう。

写真を選ぶだけで、Web 上で
ジナルブックをつくることがで

実際につくるときのコツは ？

りません。少し難しいのは写真

ら選べばいいので特にコツはあ

レイアウトは決まったものか

―

トになります。

贈られる人にも最高のプレゼン

としてはもちろん、贈る人にも

んね。ワンランク上の写真整理

をつくるのもいいかもしれませ

られるので、写真を挿絵に物語

普通のアルバムをつくるのと

な感覚で楽しめます。

―
何が違うの ？

大きな違いは３つです。ひと
つ目はジャケットがついている
こと。ソフトタイプとハードカ
バータイプの２種類から選べま

http://www.kitamura.jp

仰々しさがなく、本を読むよう

きます。サイズは文庫本、
A5、

サクサクかんたんにフォト本がつくれます。

A4の３つ。アルバムみたいな
テンプレートはページごとに変えられます

フォト本のアプリが
できました！

す。

大切な成長の過程を残しておきましょう。

選び。次のページに家族アルバ

スマホの画面からいつでもどこでも
フォト本がつくれるようになりました♪
詳しくは下記URLへ
http://photobook.jp/photobon/menu/Appli.html

ふたつ目は面倒な写真の配置

選んだ写真のすべてが全身写真や顔のアップの
写真では単調になってしまいます。メリハリをつ
けるためにも、手や足のアップの写真を入れると、
その時その時の成長の過程をしっかりと残すこと
ができます。

ムをつくるときのポイントをま
とめました。

フォト本のアプリが登場！

を複数のテンプレートから選ぶ
だけでいいということ。かんた

パパ、ママとの写真も入れて、一緒に過ごした証を残しましょう。

心のこもった贈り物におすすめ

あなただけのオリジナルブック、
「フォト本」
のつくり方
「フォト本」は、めくるたびに思い出がよみがえる、世界にたったひとつの写真集。
記念日や家族への感謝の気持ちを込めたプレゼントに、お手製の１冊をつくってみませんか？

「手」
や
「足」
のアップをおさえる

『フォトライフ四季』編集部が
「フォト本」について
「カメラのキタムラ」に聞きました。

家族団らんのコミュニケーションツールにも。

文庫、A5サイズには帯がつけられます
貯まる！ 使える！

カメラのキタムラ

思い出を残す
新方法

パパ、ママの
小さいころの写真を選ぶ

18
すぐに実践できる、お子さんの撮影テクニックは→P.20
他にも思い出の残し方を提案しています→P.22

19

パパ、ママが一緒に写っている
写真も選ぶ

3.

「ママにもこんなときがあったんだよ」とお子さんに教えてあげましょう。

パパ、ママの小さいころの写真も入れて、我が
子とパパ、ママ両方が主役のアルバムにしてしま
いましょう。パパはママの、ママはパパの子ども
のころを知れて新鮮な気持ちになれます。おじいちゃ
ん、おばあちゃんにとっても、可愛い我が子と孫
の小さいころが一緒に見られるのは嬉しいポイン
トのはずです。

1

写真選び 3 ポイント

1.

思い出シリーズ

家族アルバムは三世代で楽しめるようにする

我が子の一瞬を逃さない！
連写機能で最高の一枚を撮る
純真無垢な瞳で見つめてくる、そのまなざし。
満面の笑みで元気いっぱい駆けまわる、その姿。
最高の被写体である我が子の表情をそのまま残すために、
素人でもできる撮影テクニックを
『フォトライフ四季』編集部からご提案します。

姿を「一瞬たりとも逃したくな

ていきます。そんな変わりゆく

も万華鏡のごとく、常に変化し

子どもはよく動くもの。表情

らいに設定しての連写がおすす

タースピードを１／５００秒ぐ

わる我が子を撮るには、シャッ

節。公園や浜辺で元気に走りま

夏は外で遊ぶことが増える季

「置きピン」
×
「連写」で
動きのある一枚を撮る

い」
と思っているお父さんお母さ
とせっかくの表情がブレてしま
うので気をつけましょう。

一枚良い表情を狙って撮るので

連写機能を利用すること。一枚

そこでおすすめしたいのが、

ンプをする瞬間や、水に飛び込

おく撮影法です。子どもがジャ

にあらかじめピントを合わせて

とは被写体が来るであろう場所

また、動きの着地点が予測で

はなく、連写モードを使って、
む瞬間を狙って、動き出しと同

ん。
「せっかく撮ったのに、
ピン

とにかくたくさんシャッターを
時に連写します。三脚が必要に

きる場合は
「置きピン」
をして撮

切りましょう。選ぶのはあとで
なりますが、難しいテクニック

ボケばかり」
では、
最高の被写体

ゆっくりできます。この方法な

がなくても躍動感のある写真が

影する方法が便利。「置きピン」

ら、瞬時に変わる子どもの表情

撮れるのでおすすめです。

他にも色々な声が寄せられています

●家族みんなを笑顔にしてくれた

伝統行事。主役が楽しむのはもちろん、家族みん
なの記念にしたいですね。そして、そんな願いを叶
えてくれるのが
「スタジオマリオ」なんです。

お母さん納得の「マリオの七五三」

豊富な衣装に大興奮 ！ 人気ブランド衣装も
衣装についての嬉しい声が多く上がっていますが、
それも
「スタジオマリオ」
の人気のひとつ。400種類
を超える豊富な衣装が用意されています。しかも毎年、
人気の新作ブランド衣装を随時入荷。マリオオリジナ
ルブランドや芸能人とコラボした衣装もあり、品質も
お墨付き。とびきりの一着が見つかること間違いなし
です。
何回着替えたって大丈夫。兄妹の衣装だって無料です ！

とくにお母さんを安心させてくれるのが、何回着替
えても変わらない料金設定。衣装に迷ったら、とりあ
七五三を迎えたお子様だけでなく兄妹の衣装も無料

えず撮って後からゆっくり選ぶことができます。
●イヤイヤ期の娘でしたが、可愛い衣装

問い合わください。

お得です。ぜひ一度お近くの「スタジオマリオ」
までお

また、
「スタジオマリオ」
では、早めの七五三撮影が

と思います。

影ができますね。きっとお母さんも納得の一日になる

で貸してもらえるので、気がねなく家族そろっての撮

楽しんで撮影ができました。

持たせてくれたので飽きっぽい息子も

●衣装だけでなく、小物も何パターンか

ました。

写真が撮れて、本人もとても喜んでい

●何度も衣装が変えられるのでいろんな

でした♪

をたくさん着せてもらえて終止ご機嫌

スタッフさんの対応が嬉しかった。

七五三は大切な我が子の成長に感謝する、日本の

をしっかりとらえられます。

も台無しですね。

うように撮影させてはくれませ

しかし、子どもはなかなか思

め。シャッタースピードが遅い

カメラのキタムラ・イメージング
担当。PCC参事。

んも多いことでしょう。

慎重に撮る一枚より数で勝負 ！

子ども写真は、

敬太郎
メイン写真撮影：荒牧

20
撮った写真を手軽にまとめられるフォト本→P.18
PCCに入会すると、スタジオマリオとカメラのキタムラでこんなにお得。ご案内は→P.48

21

こんなメッセージが
届いています！

貯まる！ 使える！

スタジオマリオ

2

今ドキの
思い出の残し方

お子さん・お孫さん写真
こんな具合に

七五三を迎えるたびに成長するお子様の表情、
「今だけの姿」を納得の品質で残しませんか ？

追加料金なしで何回でも着替えられます。

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！
PCC会員なら、記念日スタジオ
「スタジオマリオ」
で
の撮影料、お写真代、
着物レンタルのお買上げ合計金
額より10％ OFF
（他の割引との併用は不可）
http://www.studio-mario.jp

思い出シリーズ

思い出シリーズ

知って安心、教えて喜ばれる写真保存法

撮りっぱなしで思い出写真を
なくす前にできること
PCCのシンクタンクである「思い出づくり研究所」では、さまざまな思い出
350名の皆さんに実施した思い出写真の残し方についてのアンケート結果

の 残 し 方について 調べていま す 。「 思い出 づく り 研 究 所 」の 協 力 者 、合 計
から
「スマホ・携帯電話で撮った写真の保存方法」について考えました。

ありますか」と聞くと、ほぼ半数

写真が見られなくなった経験は

その１９９人に「以前撮った

誕生日や記念日を設定するとア

で撮影日順に整理をしてくれ、

オを取り込むことが可能。自動

ゆる機器で撮影した写真、ビデ

撮りっぱなしの人が
ほぼ半数を占める
の人が「見られなくなった経験が
ルバムまでつくってくれます。

代の男女に、「スマホ・
ある」と答えました。そこで、

〜

携帯電話で撮った写真はどうや
そのままテレビにつないで鑑賞

そして、何より大切なのはプ

出を楽しめるのが嬉しい。

できるので、家族みんなで思い

「思い出づくり研究所」が、写真
の保存方法について考えました。

って保存していますか？（複数
回答可）」と質問しました。結果
は「店・自宅でプリントする」が
人、
「PC に保存している」が

に保存する方法。それぞれの機

まず、撮りためた写真をＰＣ
者の多くがアルバムを持ち帰り

たとき、一時帰宅を許した被災

で残しておくこと。震災がおき

リントやフォトブックなどの紙

種に対応したＵＳＢケーブルを
ました。浸水し、がれきにつぶ

■デジタル機器の故障に備えて、プリントでも
思い出を残しておくとよい

デジタル・アナログの
両方で残す

用意すれば、ＰＣにつないで写
されても原型を保っていられた

ル機器が壊れても、どこかには

■「おもいでばこ」ならテレビにつないで大勢で
アルバム鑑賞ができる

１０９人、多かったのが「スマ

何通りかの方法で残しておけば、万が一のときで
も安心です。

ホ・携帯電話の中だけで保存し
ている」で１９９人でした。

真を移すことができます。ＰＣ
のです。
思い出写真はなくしてしまっ

ならフォルダ分けもかんたん。
イベントごとに整理をしておく
次にデジタルフォト・アルバ
写真が残るように、何通りかの

てはとても寂しいもの。デジタ

ム「おもいでばこ」に保存する方
方法で保存しておきましょう。

と、見返すときに便利です。

法。「おもいでばこ」なら、あら

■PCならフォルダを使って写真の整理ができる

70

PCCの シ ン ク タ ン ク の
「思い出づくり研究所」
と
は、早稲田大学の大野髙
裕教授を所長に、思い出
の残し方について調査・
考察・分析をし、
その重要
性について情報発信して
いく研究所です。

まとめ

思い出づくり
研究所
50
95

思い出
づくり 思い出づくり研究所とは
研究所
「おもいでばこ」／株式会社バッファロー
撮りためた思い出を保存でき、テレビにつないで見返せます。

3

フォト本を利用すれば、
文章をそえて思い出を記録できます。

（調査協力）
クラブツーリズム株式会社

22
デジタルな保存方法、
「おもいでばこ」
の詳細はこちら→P.42

歳のお祝いに、再び写真展を開催いたします。シロ
クマの色々な表情や仕草をお楽しみください。

角 耀 写真展 パート１
「リノ・エアレース」
2016年７月２１日（木）〜７月２７（水）
エア・レースの中で最も古い歴史を誇る、アメリ

カ・ネバダ州の「リノ・エアレース」。飛行機の種

類ごとにパイロンという約15mの塔の外側を飛行し
て競います。会場では軍や民間の飛行機の展示や航
空ショーも行われます。この会場の様子を感じてい
ただければ幸いです。

高橋 渉写真展
「残る記憶、残すこころ 〜片上鉄道〜」

フォトギャラリーキタムラ東京・新宿

けて10年が経ちました。私の大好きなピリカの10

撮り続けたいその姿

2006年北海道の動物園で出会ったシロクマのピ

リカ。その可愛さに夢中になり東京から毎月通い続

ずっと撮 り 続 けたいと思える被 写 体 と出 会 う 機 会は貴 重 なこと。成

2016年６月９日（木）〜６月15日（水）

長 を 見 届 け たい、その歴 史の一部 を 記 録 し たいな ど 撮 る 側の思いは

ギャラリー

様々。そんな貴重な出会いから生まれた写真展を３つお届けします。

おでかけ

金子幸代 写真展
「北の恋人・ピリカに夢中！３」
—ピリカ10歳おめでとう—

2016年８月４日（木）〜８月１０日（水）
幼少のころから鉄道が好きで、それがきっかけで

写真を撮り始めました。現在は、ＰＣＣの理事とし

至新宿
◦１出口

て、写真の楽しさを伝えるとともに、鉄道のある風
景、魅力ある鉄道車両をテーマに、写真家としても

新宿通り

◦2出口 ◦ローソン
丸ノ内線
至四ッ谷

新宿御苑前駅

★

活動しています。

2016年
○６/９（木）〜６/15（水） 金子幸代写真展
○６/16（木）〜６/22（水） Z's展

Zentsu Eguchi＆５０人のフォトグラファー
○６/23（木）〜６/29（水） 秋山庄太郎
「花」写真コンテスト作品展
○６/30（木）〜７/６（水）「小湊鉄道の四季」を撮る
仲間達写真展
○７/７（木）〜７/13（水） 種清写真倶楽部写真展

長野県大鹿村／黒川牧場
新宿御苑

フォトギャラリーキタムラ
東京・新宿

○７/14（木）〜７/20（水） 大高 明ワークショプ写真展
○７/21（木）〜７/27（水） 角 耀 写真展パート１
「リノ・エアレース」
○７/28（木）〜8/３（水） 角 耀 写真展パート２「四季風韻」
○８/４（木）〜８/10（水） 高橋 渉写真展（8/7（日）特別開廊）
○８/18（木）〜８/24（水） 第16回電業写真部作品展
○８/25（木）〜８/31（水） 第19回TCS 写真展
○９/１（木）〜９/７（水） 第13回フォ
トクラブ210写真展
○９/８（木）〜９/14（水） 大判カメラによる写真展

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

北海道から九州・沖縄まで地域別に掲載
しています。
「天空の鏡」加藤優治

旅 行 読 売 出 版 社から３月に発 刊

された、『ここが見どころ 撮りどこ

景写 真家・竹 内敏 信氏の作 品を掲

ろ 日 本の広い風 景 』。 巻 頭には 風

載 していま す。2015年３月 か

旅 行 主 催の「 広い風 景フォトコンテ

ら８月にかけて募 集 さ れた、日 本

スト 2015春夏」の入賞作品も

車など様々なテーマからなる、作品

一挙に収 録。 花・山・空・星 空・列

掲 載 写 真の見どころポイント、

をエリア別にまとめました。

撮り方のコツ、撮影地へのアクセスま

『ここが見どころ
撮りどころ 日本
の広い風景』旅行
読売出版社より絶
賛発売中。1,600
円+税。

でしっかりと網羅された贅沢な１冊

です。

高橋 渉さんが語る

片上鉄道の姿

1991年に廃止となった岡山県

の 同 和 鉱 業 片 上 鉄 道。 廃 止 後、「 片

上鉄道保存会」が発足され、岡山県

久米郡美咲町の「柵原ふれあい鉱山

公園」内で、車両の保守・管理をは

じめ、軌道、保安設備などの整備が

行われ、美咲町より委託を受け、毎

月の展示運転に

年ぶりの出会いは、

月、

5

月展示運転も実施されています。

この春、

出かけました。

言葉にはできないほどの感動を覚え

ました。当時撮影していた車両が、

まだ現役のように人の手によって生

かされ、沿線もサイクリングロード

となり、いくつかの駅舎も休憩所と

年前から

して新しいコミュニケーションの場

初めて撮影に行った

となっています。

1991年の廃止までの現役時代と、

写真を眺めた後は撮りに出かけませんか→P.26

この春に撮影した、人の手によって

35

残されている情景を展示します。

主催者：高橋 渉さん
8/6（土）、8/7（日）は
在廊予定です

30

25

4

Pick up !!

見て楽しんで、
撮り方も学べて、
実際に撮りにも行ける。

ここが観どころ

心が晴々とするような
日本の広い風景をあなたに

今後の予定

日本は小さな国ですが、晴々とするような広い風景がたくさんあります。
『ここが見どころ 撮りどころ 日本の広い風景』（旅行読売出版社）は
そんな日本の風景写真をふんだんに収録した１冊です。

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿の

JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテストの入賞作品をまとめた１冊も発売予定→P.39

34

JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2015

腕自慢部門
グランプリ

全 国に 数 十 万 あ ると 言 わ れる 祭 り。

特選

出町武司さん（富山県）

JAPAN PHOTO「日本の祭り」

「山里に舞う」

撮影地：富山県
①キヤノンEOS 5D MarkⅢ、
②24-105mm、③F4.0、④1/400秒

作 品たちは、その神 聖さや力 強さ、あ

撮影地：岡山県
①ソニー NEX-5N、
②18-55mm、③F3.5、
④1/200秒、⑥PL

フォトコンテスト２０１５に応 募 された

たたかさを教えてくれます。

小林紀之さん（岡山県）

ギャラリー

ギャラリー

「すべてのものへ」

誌上

物語性を意識する

グランプリ

JAPAN PHOTO
「日本の祭り」フォトコンテスト２０１５

誌上

寒色と暖色の色使いを考える

祭りが未来に
つなぐ故郷の心

腕だめし部門

特選

「ふるさとの夏祭り」
服部哲治さん（岐阜県）
撮影地：岐阜県
①キヤノンEOS 7D MarkⅡ、
②シグマ17-50mm、③F9.0、
④1/20秒、⑦三脚使用

「海男祭」
渡邊邦雄さん（茨城県）

しん ば ぼう そう

「神馬暴走」

撮影地：千葉県
①キヤノンEOS X7i、
②55-250mm、③F8.0、④1/1250秒

財満眞千子さん（山口県）

撮影地：宮崎県
①キヤノンEOS 7D MarkⅡ、
②18-200mm、③F5.6、④1/1600秒

「クライマックス」
山根眞造さん（島根県）

撮影地：愛媛県
①キヤノンEOS 5D MarkⅢ、
② 70-200mm 、③F9.0、④1/125秒

佐川栄治さん（栃木県）

撮影地：島根県

「虫送り踊り」

福岡輝治さん（広島県）

撮影地：埼玉県

「神輿が行く」

田中幸男さん（埼玉県）

撮影地：愛知県

「主役は男性」

浅山博子さん（三重県）

「忍耐」

和泉鉄美さん（広島県）

撮影地：愛媛県

「花の乙女達の
戦い」
丸山光行さん（長野県）

撮影地：青森県

「神光の下で村祭り」

準特選

準特選

撮影地：福島県

①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑥フィルター、⑦三脚使用
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本コンテストの入賞作品展が開催されます→P.39
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JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2015

スマホ部門

JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2015

27

祭 り 写 真 家・芳 賀日向 氏 監 修の『行ってみたい 撮ってみ

（旅 行 読 売 出 版 社 ）の第二弾が６月
たい 日本の祭 り』

5

日に発売。JAPAN PHOTO「日本の祭り」
フォトコ

の入賞作がずらり。
ンテスト ２０１ 」

巻 頭 特 集 は「 御 柱 祭 」

17

巻頭特集には、数えで７年に一度開催され

tの巨木を人力

10

る、長野県諏訪大社の「御柱祭」の様子を芳

1

賀氏による完全撮りおろしで収録。長さ約

ｍ 、直径 ｍ 余り、重さ約

だけで運ぶ、エネルギーに満ちあふれたこの

祭り。芳賀氏の目には一体どのように映るの

でしょうか。

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。

さらにコンテスト審査員、平嶋彰彦氏と板

JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2016
作品募集

見浩史氏も登場し、芳賀氏を交えた３人での

座談会の内容もお届け。コンテスト入賞作品

の一部を取り上げ、入賞のポイントやテクニ

ックについて丁寧に読み解きます。

約200点におよぶ各地の祭り写真と撮影

テクニックが満載の１冊です。

※画像はイメージです。
実際のデザインとは異なります。

迫力のプリントはギャラリーで
JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテストの入賞作品展が開催
されます。会場は東京、大阪で 1 カ所ずつ。誌面では伝えきれない、
プリントならではの迫力をぜひ会場でご覧ください。

杉原まゆみさん（宮城県）

詳しくは７月15日（金）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.050-3116-8888
主
催： カメラのキタムラ
特別協賛： 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
後
援： NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
一般社団法人 日本フォトコンテスト協会（JPO）

『行ってみたい 撮ってみたい 日本の祭り』をプレゼントします（PCC会員限定）→P.11

「お祭りっておいしい」
篠﨑由美枝さん（栃木県）

「ベストファミリー」

撮影地：福岡県
機種：サムスンGalaxy

増田俊次さん（福岡県）

撮影地：栃木県
機種：iPhone6

「無題」
鎌田美幸さん（宮崎県）
撮影地：宮崎県
機種：不明

特選

「ピカピカおみこし！」

「LEON」
町田怜子さん（神奈川県）

阿部みち絵さん（宮城県）
撮影地：宮城県
機種：FUJITSU arrows

撮影地：愛知県
機種：iPhone

総評：テクニックと情景描写をかねそなえた作品が入賞

[募集期間]
2016年７月15日（金）～ 11月15日（火）
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「泣ぐ子はこうなります」
撮影地：秋田県
機種：iPhone

「優雅な見物」鳥山妙子

『行ってみたい 撮ってみたい 日本の
祭り』 旅行読売出版社より６月末に
発売。1,600円＋税。

グランプリ

ギャラリー

迫力ある祭りから厳粛に執り行われる
祭りまで、日本各地に根付く「今」の
祭りの姿を収録。

被写体との心の距離間を活かす

準特選

誌上

ギャラリー

日 本の 祭 り を
極める

誌上

千葉県香取市/佐原の大祭秋祭り

○2016年8月19日（金）
～ 8月25日（木）
富士フイルムフォトサロン東京
○2016年9月9日（金）
～ 9月15日（木）
富士フイルムフォトサロン大阪

新たな写真表現を感じた

風土感や素朴さを撮った「祭り」

特性を捉え、活かしている

審査員：平嶋彰彦氏

審査員：板見浩史氏

審査員：芳賀日向氏

写真は光と影による造形芸術。各部門のグ
ランプリは、明暗差を苦にしないというデ
ジタルカメラの特性が活かされていました。
また、瞬間美に的を絞った作品も見事でし
た。カメラと一体になることで新しい写真
表現の地平が拓けると感じさせられました。

腕自慢の部では画面構成が巧みで風土感や
叙情感のある作品が、腕だめしでは現代の
素朴な信仰を活写した傑作がグランプリに。
選者の一人として嬉しい審査でした。
スマホ部門も画質向上にともなってレベル
が高くなってきた印象があります。

祭りをきちっと捉えた作品に評価が集まっ
たのが腕自慢部門。腕だめしではこれぞ祭
りのスナップという作品がグランプリに輝
きました。スマホ部門には被写体とのつな
がりを感じられる、心温まる写真に評価が
集まりました。

「JAPAN PHOTO」が2016年春・夏の写真を募集しています→P.24
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