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作品募集中

JAPAN PHOTO
2017 春夏
第 2 回 東京都公園協会

都立公園・庭園
フォトコンテスト
もっと残したい、
もっと増やしたい、
東京の緑

みどり東京フォトコンテスト
教わる人から教える人に

フォトインストラクター認定講座〈大阪〉
受講者募集

自在に減光量を調整できる

ケンコー・トキナー
「ケンコー 77S バリアブルNDX」
会員限定プレゼント

『フォトライフ四季』は
「第6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

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。
今号の募集
P.3 ――― Facebook
「PCC 全国交流グループ」
メンバー
（PCC会員限定）
P.11 ―― ケンコー・トキナー
「ケンコー 77S バリアブルNDX」
P.21 ――「みどり東京」
フォトコンテスト
P.25 ―― フォトインストラクター認定講座

上の写真「水に祈る」

表紙の写真「小さな漁港のハーリー」

小野淳一さん（岡山県）

宮田敏幸さん（兵庫県）

毎年7月に行われる龍泉寺の夏季大祭
「お滝祭り」です。自然を撮ることが多
い私ですが、初めて祭りに挑戦。神輿
が傾き、光が射した瞬間を夢中でシャ
ッターを切りました。

P.26 ―― PCCの撮影イベント
P.33 ――「あなたのまわりの甲州市」
フォトコンテスト、
「都立公園・庭園」
フォトコンテスト
P.44 ――「JAPAN PHOTO」
2017春夏フォトコンテスト

①Nikon D800、②24-120mm f/4G ED VR、
③F5.6、④1/250秒、⑥PL、⑧岡山県岡山市
北区下足守、⑨2015.07.26

３カ月前に訪れた時に地元の人から、
「沖縄の伝統漁船のレースのハーリー
においで」と言われ再度訪問。地方のハ
ーリーらしく、素朴で観光客のいない
イベントを鑑賞。この写真はイベント
の休憩時間（昼休み）のヒトコマです。
①Canon EOS 5D、 ②EF16-35mm f/2.8L
USM、③F19、④1/125秒、⑥PL、⑧沖縄県
糸満市喜屋武漁港、⑨2010.06.20

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
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〈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

「JAPAN PHOTO2015
春夏」より
「JAPAN PHOTO」
は、応募総数が約３
万点。カメラのキタムラ主催の全国最
大規模のフォトコンテストです。シャ
ッターチャンスも応募のチャンスも
365日あります。野村さんは、カラフ
ルな鯉のぼりと、はしゃぐ子どもたち
をユーモラスにとらえました。

「JAPAN PHOTO」 2015春夏フォトコンテスト
腕だめしコース 自由部門
PCC会員 野村和彦さん

「海に向かって」
天候に恵まれた撮影日和のある日、穏やかな瀬
戸内海の海水浴場で、たまたま見つけた光景。大
人が引く鯉のぼりを、子どもたちが楽しそうに
追いかけていました。私も一緒に砂浜を走った
り、先回りしたりして夢中で撮影しました。

野村和彦（のむら・かずひこ）
カメラ歴４年半。友人からカメラを譲り受けたのがきっ
かけ。マクロレンズで花を撮影するうちに、自分のカメ
ラが欲しくなり、半年後に購入。今後も、自然や生き物、
祭りで出会った人々との一期一会を大切に撮影していき
ます。
①ニコンD7100、②10-24mm F3.5-4.5G、③F8、④1/250秒、⑥PL、⑧山口県光市、⑨2015.05.02

PCCの仲間同士で“いいね！”フォトコンテストに参加も
「PCC 全国交流グループ」
メンバー 募集
このページの写真は、
Facebookの「PCC
全国交流グループ」に投稿された作品で
す。グループに参加するにはページにア
クセスして
「参加する」
をクリック。写真
を投稿するとコンテストに参加できます。
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（PCC 会員限定）
PCC 全国交流グループ

〈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
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『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

アラスカ州南部カトマイ国立
公園内ナクネク湖。ナクネク
川の水源となるナクネク湖は、
公園内にいくつかある湖の中
で最も大きく、５種類のパシ
フィックサーモンをはじめ、
ニジマス、
北極イワナ、
北極カ
ワヒメマス、カワカマスなど
が生息しており、アングラー
の間では有名だ。また、湖に
面して広がるカトマイ国立公
園は関東平野並みの広さがあ
り、公園の大半の地域が自然
保護区域に指定されている。
ヒグマの生息地としても知ら
れ、世界最多のヒグマが保護
されている。

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2017年５月号
http://www.nationalgeographic.jp

DESIGN PICS INC/National Geographic Creative
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撮影イベントに参加してみませんか→P.27
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「 飛んだ！」

JAPAN PHOTO

応募者に学ぶ夏

西村祐子さん（福岡県）
我が家の次男の笑顔の癒し効果は抜群で、
「男は愛嬌」という迷言を生んだほど。
お父さんに遊んでもらっている最中、体
中から「楽しい！」が伝わってくる瞬間
を撮影しました。動きがあるので、ブレ
ないようシャッタースピードを上げ、で
きるだけ余計なものが写り込まないよう
縦構図に。何度か投げてもらった中での
奇跡の一枚です。
①ニコンD3100、②AF-A50-300mm、
③F4.5、④1/1600秒、
⑧滋賀県、⑨2013.08.15

応募作の力
水辺の陰と陽に浸る
水は、切り取る瞬間によって、様々な表 情を見 せてくれます。そんな自然の中
に、人の温 度が加わるだけで、一 瞬にしてストーリーが生まれます。はしゃぐ
子ども、孤独に波乗りする人、それぞれ 想像をかき立てられる２枚を選びまし
た。水に思いを馳 せ、次はどんな表 情を切り取ろうかと、またシャッターを切
るのです。

「光芒」
田中利文さん（神奈川県）
近所のサーファーに人気の海は、毎日の散歩コース
です。日々カメラを片手に散歩し、シャッターチャ
ンスをうかがっていたからこそ撮れた風景。色味や
ホワイトバランスにこだわって、台風が去った後の
絶妙な空模様とサーファーをとらえました。
①ニコンD5200、②55-300mm F4.5-5.6、③F6.3、
④1/1250秒、⑧神奈川県湘南海岸、⑨2014.10.14
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＜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、⑧撮影地、⑨撮影日
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レンズの特性を知って使い分ける

シャッター速度で写り方が変わる

3

一般的に、水の流れやしぶき

は、 シ ャ ッ タ ー 速 度 を 速 く（高

速 シ ャ ッ タ ー）す る こ と で 写 し

止めることができ、力強さや躍

動感を強調できると言われてい

ます。反対に、シャッター速度

を遅くする
（低速シャッター）
と、

水はなめらかにやわらかく表現

されます。

シャッター速度を変えて撮影

するには、カメラの撮影モード

を
「シャッター速度優先AE」
や

「マニュアル露出」
に設定するの

がおすすめです。

カメラの液晶モニターで効果

を確認しながら、自分の作画意

図に合ったシャッター速度を見

つけてください。

暑い日が続くと撮影に出かけ
ス面の反射です。館内の照明や

人影が写り込む場合は、レンズ

をガラス面に密着させるように

近づけて撮影すると、反射が抑

えられます。

また、水槽を背景に、手前に

見物客のシルエットを入れて撮

りたい時は、被写体の動きを注

意深く観察して、ストーリーを

2.5秒

1

【今さら聞けないキホンのキ】

ココが
ポイント

夏を涼しく切り撮る
瞬間とレンズ選択で
水のストーリー作り

ココが
ポイント

るのも億劫になります。そんな

ときは、水族館に足を運んで、

シャッターチャンスを見つけて

みるのはいかがでしょうか。

水族館には、神秘的な姿かた

ちをした海洋生物や、泳ぎ回る

魚の群れなど、フォトジェニッ

クな被写体があふれています。

感じさせる瞬間を切り取りま

中村敏郎さんと撮影しながら学べる講座は→P.29、30

しょう。
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水槽の中の生きものを撮影す

るときに注意したいのは、ガラ

①キヤノンEOS-5D Mark II、②28-300mm、③F4、④1/40秒、⑤ISO400

一方、望遠レンズは遠くにあ

余計なものが写り込まないので、

1/3000秒の高速シャッターで、岩に当たって砕ける波しぶきを写し止めました。
①キヤノンEOS-7D、②28-300mm、③F8、④1/3000秒、⑤ISO200

被写体の動きと人影のバランスを図る

三脚やストロボを使うことができない場合は、手ブレや被写体ブレを防ぐため
に、ISO感度を上げて、できるだけ速いシャッターを切ることも忘れずに。

夏のイメージを強調するには、

が広いため、たくさんのものが

撮りたいものが明確になります。

るものを大きく写すだけではな

写り込み、写真で何を伝えたか

また、水の撮影では PL フィ

レンズの特性を知り、それを活

ったのかがあいまいになりがち

ルター（偏光フィルター）
も効果

く、画面を整理するのにも最適

です。広角レンズを使うときは、

を発揮します。光の反射をコン

①キヤノンEOS M、
②18-200mm、 ③F8、
④1/500秒、⑤ISO200
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かして撮ることも大切です。

被写体に近づいて、主役を大き

トロールして、水面を美しく見

「積丹ブルー」とい
われる北海道の群
青 色 の 海。 余 計 な
も の が 写り込 ま な
いように、画角の狭
い 望 遠レ ン ズ で 切
り取り、点景として
ウニ 漁 の 舟 を 入 れ
ました。P Lフィル
ター使用。

なレンズです。画角が狭いぶん

く、背景を小さく見せるように

せたいときなどに活用します。

①キヤノンEOS M3、
②11-16mm、 ③F10、
④2000秒、⑤ISO200

広角レンズは写る範囲（画角）

心がけます。

白い 砂 浜 と 透 明 度
が 高く珊 瑚 礁 で 囲
まれた、静かで色鮮
や か な 沖 縄 の 海。
焦 点 距 離11mmの
広 角レン ズ で 撮 影
し ま し た。PLフ ィ
ルター使用。

ココが
ポイント

1/350秒
ナビゲーター

中村敏郎

フォトインストラクター
日本写真講師協会
（JPIO）

1/350秒 の 高 速 シ ャ ッ タ ー で 撮 影。
三脚を使い、2.5秒の低速シャッター
で撮影。水が白い布のように表現され、 海水が岩の間を滝のように流れ落ちる
様子がとらえられています。
幻想的な作品に仕上がりました。
①キヤノンEOS-5D Mark II、②28-300mm、
③F22、④2.5秒、⑤ISO100

①キヤノンEOS-7D、②28-300mm、③F8、
④1/350秒、⑤ISO400

フィルム時代はモノクロでスナップ中心に撮影してきた
が、現在は各地の風景をデジタルで撮影。とくに北海道
の風景に憧れ、足繁く通っている。写真をストックフォ
ト等で提供するフリーランスのフォトグラファー。各種
コンテストで受賞、写真展も開催。奈良県在住。

〈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、⑤ISO感度
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思い出をつくる道具たち

25

丹地敏明さん

風景写真家・

濃度を自在に変えられる、
画期的なNDフィルター
1枚で濃度の異なるNDフィルター約５枚分の働きをしてくれる、
可変式ND（減光）フィルター
「バリアブルNDX」。前枠を回転させるだけで、
ND2.5～ ND450の範囲で無段階に光の量が調節できるので、
スローシャッターや長時間露光での表現の幅が広がります。

今回、お持ちいただいたアイテム
●ボディ
①ペンタックス KP

①

●三脚
④マンフロット ネオテックプロフォト三脚

寄せては返す波の動感を表現すべく長時間露光を試み、さらに光量を減らすNDフィルターを使用しました。撮影には三脚に加えレリーズ、リモコン、セルフタイマーな
どを使うブレ防止が大事。また、重要なポイントとして、静止物を画面に入れて動感を際立たせました。
①ペンタックスKP、②HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR、③F29、④1秒、⑤ISO 100、⑥135ミリ域、⑦可変式NDフィルター、三脚使用

⑧

⑦

④

⑥

風で揺れる池の水面

＊最新の価格はネットショップでご確認ください

「レンズの前面に変換リング（ステッ
プアップリング／ステップダウンリン
グ）を取り付ければ、サイズ（フィル
ター径）の異なるフィルターも装着す
ることができます。ちなみに私は5877mmの変換リングを使用し、フィ
ルター径77mmのNDフィルターを2
種類のレンズで併用しています」

PCC会員限定抽選で１名様にプレゼント！

ND2.5 ～ ND1000
（ 使用範囲はND450）
相当までの可変式NDフィルター。
前枠を回転させるだけで、光の量を調整できる。
PCC会員限定で1名様にプレゼントいたします。 《７月31日必着》

①QRコードからご応募

②官製はがきでのご応募

下記QRコードを読み取り、
アンケートにお答えしてご応募ください

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.47)
「ケンコー 77S バリアブルNDX」
係あてにご応募ください。
•PCC会員番号 •氏名
•おすすめ撮影地
•行ってみたい撮影地
•PCC、
『フォトライフ四季』の感想
•PCC以外に加入している写真クラブのお名前
（なければ無記入）

※PCCホームページからも
アクセスできます
「npopcc」で
検索してください。

水面の一瞬
の光の変化
も逃さない
ように、熱
心にレンズ
をのぞきこ
む丹地さん。

偶然をいかにとらえるか？

丹地さんが「うちの庭みたい

な も の 」だ と 語 る 都 内 の 公 園。

天気のいい日や桜の季節はたく

さんの人が訪れますが、丹地さ

んは一年を通じて、雨の日や曇

りの日も足繁く通っています。

この日、丹地さんの創作意欲

を刺激したのは、池の風景。風

が吹き、雲の間から光が射し込

むと、水面に波紋が描かれ、複

雑な幾何学模様が現れます。し

かし、それはあまりにも気まぐ

れな一瞬の光景なので、予測で

きません。

「 だ か ら 面 白 い ん で す よ。 写 真

の醍醐味って、偶然をいかにと

らえるかですからね」

丹地さんはカメラを三脚に固

定 し、 レ リ ー ズ を に ぎ り し め、

チャンスをじっとうかがいます。

付 けかえの手 間がいらない
ＮＤフィルター

波紋をとらえるにはスローシ

ャッターを切らなくてはなりま

せん。しかもチャンスは一瞬な

ので、とっさの判断でシャッタ

ースピードを変えて…。このと

き に 役 立 つ の が、 可 変 式 Ｎ Ｄ

（ 減 光 ）フ ィ ル タ ー「 バ リ ア ブ

ルＮＤＸ」です。

通常のＮＤフィルターは、状

況に応じて濃度の異なるフィル

ターを使い分ける必要がありま

す。ところが、このバリアブル

ＤＸは前枠を回転させるだけで、

Ｎ Ｄ ２・５ ～ ４ ５ ０ の 範 囲 で 光

の量を調整できるので、付けか

〈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、⑤ISO感度、⑥焦点距離、⑦三脚使用

水面が逆光で揺らいでいました。
光 が 動 く 様 を 残 し た い と 考 え、
CPLで睡蓮の反射を除去し、さら
にND4を装着して2秒のシャッタ
ー速度で撮影しました。その際に、
睡蓮の葉が揺れていないか注意し
て撮影しました。
①ペンタックスK10D、②PENTAXDA* 50-135mm F2.8 ED [IF] SDM、
③F22、④2秒、⑤ISO100、⑥135、
⑦CPL+ND4、三脚使用

PCCへの入会は→P.48

えの手間がいらないのです。

「ＮＤ２・５相当の薄い状態で構

図 を 決 め て ピ ン ト 合 わ せ た ら、

前枠を回転させて任意の濃度に

セットするだけ。ＭＡＸのほう

に回せば光の量が減るので、よ

り低速のシャッターを切れると

いうわけです」

被写界深度を変えずに、シャ

ッタースピードを自在に操れる、

このアイテムを味方につければ、

スローシャッターでの表現の幅

が広がります。
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●アクセサリー、その他
⑤ケンコー バリアブルNDX
⑥CBLレンズ……適正なカラーバランスを得るための道
具。
⑦ケーブルスイッチ
⑧ブロアー
⑨水……熱中症対策として、水分補給は欠かせない。
⑩カメラバック

②

バリアブルNDX

カメラのキタムラネットショップ
（税込）
※77mm
参考価格 48,137 円

１つで２種類の
レンズの役割を果たす

1936年、広島県生まれ。出版社
の写真部勤務を経て、1963年に
フリーランスとなる。撮影対象は
多岐にわたる。第21回全国カレ
ンダー展で通産大臣賞を受賞。お
もな出版物に『森の水音をきく』
（世界文化社）
、
『美しい日本四季
の名景』
（日本写真企画）などが
ある。NPO法人フォトカルチャ
ー倶楽部顧問。

⑤

さまざまな撮影シーンをこの一枚で

プロの金言

丹地敏明（たんじ・としあき）

⑨

③

⑩

●レンズ
②HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR
③smc PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED AL[IF] SDM

三脚・雲台以外にも、便利な撮影機材がこんなにあります→P.40
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マクロ望遠マクロで背景をぼかす

思い出づくり
相談室

主役の花をどれにするか、その花を引き立てるのにどうすればいいかを考えましょう。
①ソニーα7Ⅱ、②FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS、③F6.3、④1/1250秒、⑤ISO400、⑧山梨県北杜市

望遠レンズが役立つのは、遠くにあるものを大きく写したい時だけではありません。狭い

「画角」（撮影できる範囲）で背景をすっきり見せたり、
「被写界深度」（ピントが合ってい

手前の花をぼかして、
主役の存在を引き立てる

るように見える前後の範囲）の浅さを利用して、背景や手前にあるものをぼかしたいと

きにも、望遠レンズは威力を発揮します。

望遠

望遠レンズを使ったボケは、背

景だけではありません。被写体の

ほかにもお買い得な商品や情報がたくさん。PCCの賛助企業や団体のみなさまからのご提出です→P.40

手前にある花をぼかして、主役の

050-3116-8888

受付時間10：00～20：00 年中無休

①キヤノンEOS7D mark
Ⅱ、②EF70-200mm F4L
IS USM、③F4、④1/800
秒、⑤ISO200、⑧長野県
北安曇郡白馬村

花を引き立てることもできます。

お客さま なんでも相談室

作例では、ピンク色の花の間か

検索

ら、主役の花をのぞき込むように

カメラのキタムラ

して撮影。手前の花をぼかしたこ

http://www.kitamura.jp

手前のピンク色の花をフ
ォトフレームのようにし
て撮影。望遠レンズを通
した世界は、肉眼では見る
ことができません。

とにより、主役のゆりがピンク色

参考価格：120,000円

※最新の売価はネットショップでご確認ください。

に包まれました。

ンズを採用、優れた描写性能で撮影できます。

このように、望遠レンズのボケ

レ補正機構を搭載。光学系には蛍石とUDレ

2016年には個展も開催。PCC理事。

を利用すれば、

レンズ。シャッター速度換算約４段分の手ブ

記事、Facebook公式ページを担当。

肉眼ではとらえ

高い機動性と高画質で人気のF4望遠ズーム

タムラではフォトコンテストや雑誌

られない光景を

はライフワークになる。カメラのキ

切り取ることが

フォトグラファー

鉄道が好きで始めた写真撮影が、今で

できます。

キヤノン
EF70-200mm F4L IS
USMM

答えて
カメラの達人
くれた人

ハイアングル撮影で花畑の奥行を表現する

ソニーα７Ⅱでのライブビュー撮影

望遠

！
機 材はコレ！

晶画面を見ながら撮影
（ライブビ

参考価格：71,970円

たくさんの花の中から、主役

ュー）
することができます。

域で撮影できます。 参考価格：131,103円

向上されています。

の花を選び出し、望遠レンズを

使って背景をぼかして撮影しま

した。花畑の中で主役の花を引

き立てるには、アングルを工夫

望遠240mmまでをカバーする幅広いズーム領

レ補正性能、AFの合焦速度・精度が

機動性重視のＦ４望遠Ｌレンズ
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し、脇役の花をほどよく画面に

学10倍高倍率ズームレンズ。広角24mmから

ンズ。無限遠からマクロ域まで手ブ

高橋 渉

取り入れることが肝心です。

Eマウント35mmフルサイズ対応レンズ初、光

作例では、画面に奥行を出す

高解像力と美しいボケ味で定評の光

ソニー FE 24-240mm
F3.5-6.3 OS（SEL24240）

ために被写体を少し高い位置か

広角から望遠までこれ１本

ら見下ろし、主役の花の存在感と

伝統の定番マクロレンズ

ともに、ひまわり

畑の奥行も表現し

てみました。

ハイアングルの

撮影では、脚立な

どが必要になりま

！
機 材はコレ！

学性能を継承された90mmマクロレ

ベルボン雲台PHD-66Q

すが、バリアング

！
機 材はコレ！

タムロン SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1
VC USD（ModelF017）

アングルを変えても、
カメラの重心とレンズ
の光軸はほとんどずれ
ないので、被写体がフ
レームアウトすること
はありません。

ルやチルトの可動

①キヤノンEOS5D MarkⅢ、
②タムロンSP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC
USD
（Model F017）
、③F2.8、④1/320秒、⑤ISO400、⑦三脚ベルボン ジ
オ・カルマーニュN635M 雲台 PHD-66Q、⑧神奈川県足柄下郡箱根町

式モニター搭載

カメラを設置したま
ま、横位置から縦位置
に構図を変更。

望遠マクロレンズは手前にあるものや背景を大きくぼかしたいときに便利です。

のカメラでは、液

① キ ヤ ノ ンEOS5D MarkⅢ、 ② タ ム ロ ンSP 90mm F/2.8 Di
MACRO 1:1 VC USD（Model F017）、③F2.8、④1/320秒、⑤
ISO400、⑦三脚ベルボン ジオ・カルマーニュN635M 雲台 PHD66Q、⑧神奈川県足柄下郡箱根町

望遠レンズのボケが
夏の花を引き立たせる

紫色のアジサイの背景に見え

るのは、ピンク色のアジサイの

花。望遠マクロレンズで背景を

ぼかしたことにより、主役の花

を引き立てる灯火のようになり

ました。

三脚の位置や高さを調整し

望遠マクロレンズは、画角が

直 す 必 要 が あ り ま せ ん。 ま

狭いので、カメラを上下左右に

通 常 の 雲 台 で は、 横 位 置

た、 カ メ ラ の 重 心 も ほ と ん

ほんの少し動かすだけで、主役

から縦位置（またはその逆）

ど 変 わ ら な い の で、 安 定 性

と背景の花の重なり方が変わり

に 構 図 を 変 化 さ せ る と、 被

も保たれます。

ます。マクロ撮影では、アング

写体がフレームから外れる

ルや構図を変えて何枚も撮影し

こ と が あ り ま す。 そ の 原 因

はレンズの光軸が

ずれてしまうから

です。

66

し か し、 ベ ル ボ

-Ｑ
は、 光 軸 の ず れ が

ン 雲 台 ＰＨＤ

最小限に抑えられ

るように設計され

て い る の で、 構 図

を 変 化 さ せ て も、

横位置も縦位置も自由自在！

てみることをおすすめします。

ここでひ
と工夫！

〈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、⑤ISO感度、⑦その他、⑧撮影地

12

に使う画像を、パソコンで１つ
作業。アップロードした後に、

タテ・ヨコ・スクエアの３タイ

「フォトプラスブック」には、
した写真がある場合は、両方選

撮影した写真と、横位置で撮影

また、同じシーンに縦位置で

悪天候になっても、めげずにレンズをマクロレンズに交換し、高山植物の撮影に専念します。花に水滴がついてファンタスティックな写真
が撮れる事もあります。

う ららかな陽 気に誘 わ れ 、咲 き 始 めた色 とり どりの花を
撮影するために、散策に出かけたくなります。
花の美しさを表現するための機材選びやポジション取り、
「フォトプラスブック」で作品作りにこだわってみました。

「フォトプラスブック」にまと

夏山に合った機材で
撮った写真を使う

梅雨が明け、高山植物が咲き
めるなら、テーマに合った機材

おすすめです。山岳写真では、

誇る夏山シーズンの到来です。

山の天気は変わりやすく、途
中望遠のレンズでも十分迫力あ

で撮影して気分を高めたいもの。

中まで晴れていても、次第に雲
る写真が撮れるので、 ｍｍ換算

それなら、広角ズームレンズが

や霧に覆われる事が常です。逆
で ｍｍ― ｍｍ相当のレンズが最

爽やかな風を求め、北アルプス

に、直射日光が遮られ、柔らか
な写真を撮ることができますよ。
適です。迷ったら、より広角側

を変えたり、レンズを変えたり

手の動きを見ながら、撮影位置

さずシャッターを切ります。相

ずは構図などを考えずに、すか

貴重なシーンもありました。ま

シカなどの野生動物に遭遇する

クロレンズを使ってみてはいか

一面に大きく載せたいなら、マ

す。１つの高山植物を、ページ

小さな花も鮮明に撮れるはずで

ロレンズがあると心強いです。

りたいなら、 ｍｍクラスのマク

また、本格的に高山植物を撮

に広いレンズを選びます。

して撮影を続けるといいですよ。

途中には、ライチョウやカモ

35

フォトプラスブックハードカバ

いけど、野鳥や野生動物などの

一 方、「 雄 大 な 風 景 も 撮 り た

がでしょうか。

ーＡ４横です。北アルプスの風

突然の出会いも逃さず撮りた

http://www.kitamura.jp

景を題材に、迫力あるフォトブ

今回選んだフォトブックは、

50

い！」という人は、高倍率ズー

貯まる！ 使える！

に撮影登山に出かけました。

夏山登山の思い出を
フォトブックに残す

荒牧敬太郎
70

ックを作成しました。

見開きに１枚だけ配置するレイアウトです。大きく見
せたいお気に入りの１枚や、迫力があるモチーフを入
れましょう。

３コマずつ見開きに並べるレイアウトです。コマ送り
のように、少しずつ変化がついた写真を並べても面白
いですね。

機 材 や 背 景 選 びで
花 を 引 き 立 た せる

ム１本で勝負するのもいいでし
その場合、ＰＬフィルターは
編集や使用画像の選択で時間短

のフォルダーにまとめるという

外せません。青い空や白い雲を
縮できます。その時に用意する

ょう。

強調させたり、山肌の木々をみ
画像の数は、選択可能なコマ数
コ

ずみずしく見せたりするには必
ページなら

の 最 大 数（
マ）がおすすめです。１ページ
に入れられる画像は４画像。見
開きでは、最大８画像載せるこ

プがあります。写真の枚数や、
んでおくと、レイアウトに合わ

とができます。

できあがりのイメージにあわせ
せてバランスの良い方を選べま

タテ・ヨコ・スクエア
お好みのブックタイプで
フォトブックが作れます

て、好きなタイプを選んでくだ

今回は、高山植物だけを見開

す。
きに集めて、８種類の高山植物

さい。
アップロードを始める前にし

をカタログ風にまとめることが

カタログのように、同じモチーフのものを並べたいと
きに最適なレイアウト。大きめの余白がおしゃれさを
演出します。

思い出を残す
新方法

ておきたいのが、フォトブック

できました。一番の自信作を大
きく見せたいなら、１ページに
載せる画像を１つにして、一番
大きなレイアウトを選択します。
そうすることで、迫力のあるペ
ージになり、雄大な北アルプス
の風景を表現できます。
「フォトプラスブック」のタテ、
ヨコ、スクエアそれぞれに最適
なレイアウトを用意しています。
お好みのタイプを選んで、ぜひ

常に形を変える雲や動物の動きは、シャッターを切るタ
イミングが難しいもの。相手の動きを見ながら撮影位置
を変えたり、レンズを変えたりして撮影を続けます。

見せ方いろいろ
「フォトプラスブック」

14
フォトプラスブックは決まったフォーマットから選ぶだけ。かんたんです。
シャッフルプリントはいろいろな写真をひと目で眺めて楽しむことができます→P.16

15

③ 変化が比べやすいレイアウト
１枚の写真が２ページにまたがる

80

24

② 迫力のあるレイアウト

1

需品ですよ。

ブックタイプ、表紙の紙質などが選べます。

一般社団法人
日本フォトコンテスト協会 理事
一般社団法人
日本写真講師協会 理事
NPO法人
フォトカルチャー倶楽部 参事
公益社団法人
日本社写真家協会 会員

カメラのキタムラ

一列に整列させて

① カタログ風の可愛いレイアウト
４枚ずつ並べて

22

注文してみてください。

写真の雰囲気に合った配置にするため、好みのレイアウトを選び、
実際にフォトプラスブックに使う写真を当てはめて、仕上がりを確認しましょう。

思い出シリーズ

姉妹の仲の良さは
加工とシャッフルで表現

きやスタンプもできるので、家
族の楽しかった旅行の思い出の
記録に最適です。

たくさんの写真を１枚にまとめ、
一目で眺められる
「シャッフルプリント」。
りに可愛かったので、ワンダー

をしたときに撮った写真があま
Ｄ Ｅ Ｃ Ｏ Ｐ Ｉ Ｃ（デ コ ピ ク）

スマホで 撮ってシャッフル
に ぎ や かで 楽 しい作 品に
スマホで手軽に撮った家族の写真を、アプリで加工して
シャッフルプリントでまとめま
は、２８００万ダウンロードさ

「昨年の夏に、母娘の女三人旅

より仲の良さが伝わるようにアレンジすれば、
した。親ばかですみません
（笑）
」

アプリなら誰でも簡単に
加工上級者になれる

華やかさやにぎやかさが倍増し、家族の幸せが伝わる作品に。
れている人気の加工アプリです。
種類以上のフィルターで、何

気ない日常のワンシーンも、お
風フィルターや、食べ物がおい

加工した写真をシャッフルプリ
道中さんは、実はスマホで写
しく見えるフィルターを使えば、

しゃれに表現できます。レトロ

真を撮るのが得意ではないそう。
ワンタッチで加工の達人に。

さや、楽しそうな雰囲気が伝わ

で、手軽に子どもたちの仲の良

シャッフルプリントをすること

うに写真に文字を書き込むこと

れます。さらに、プリクラのよ

文字で、雑誌のような１枚が作

なので、写真の雰囲気に合った

また、フォントの種類も豊富

るプリントに仕上がります。ま
も可能です。

がありますが、シャッフルプリ

ると思ったより画像が粗いとき
ルして、自分だけの特別な１枚

れているので、記念日をアピー

せた無料スタンプも随時追加さ

日付スタンプや、季節に合わ

ントでたくさんの写真を一枚の
を作ってみませんか？

テンプレートが選べます。落書

ート形の配置など、おしゃれな

なら、ななめのコマ割りや、ハ

ワンダーシャッフルプリント

うことができます。

中に入れると、画像の粗さを補

した写真は、１枚でプリントす

た、スマホで撮った写真や加工

ても、スマホアプリの加工や、

しかし、プロのように撮れなく

ントしています。

し姉妹♪』
は、
スマホのアプリで

そう話す道中さんの作品
『なかよ

道中真由美さん

早めの予約で
賢くレンタル＆お参り
スタジオマリオのサービスは、

はじめ、鞠や琴、刀や長刀など

さえておきたい定番のカットを

イク、小物がセットになってい

を選べますよ。着付けとヘアメ

ら、撮影とは別にお好みの１着

撮影だけではありません。七五

の和風小物が揃っています。さ

るので、初めてのお参りでも準

ら、和装で番傘や千歳飴を持っ

らに、プロのカメラマンが、上

備が簡単。安心してお参りをお

三限定でレンタル着物もご用意

目づかいで愛らしい表情から、

楽しみいただけます。また、レ

たカットははずせませんよね。

きりっとあごをひいたりりしい

ン タ ル 衣 装 に は、
「Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ

しています。たくさんの衣装か

表情まで、今までに見たことの

ＭＡＴＳＵＤＡ」
や
「Ｊ ＡＰＡＮ
七五三撮影のおすすめは、和

影とお参りで別の着物が着れる

ンド衣装も含まれています。撮

ＳＴＹＬＥ」などの人気のブラ
装＋洋装で撮ること。もちろん、

撮影時期が早ければ早いほど

ので、違う雰囲気を楽しんでみ
タキシードなど、たくさんご用

価格がお得になります。着物に

何着着替えても追加料金はかか

意しているので、お子さまのお

は採寸があるので、衣装選びに

てください。

気に入りを見つけて、たくさん

は必ずお子さまと一緒にお越し

りません。着物の他、ドレスや

出します。

なかったお子さまの表情を引き

スタジオマリオでは、そんなお

七五三の記念撮影をするな

たくさんお着替え七変化

そんなご家族の大切な思い出づくりを、スタッフ全員でお手伝いします。

健やかに成長し、少し大人になったお子さまの表情はいつまでも残したいもの。

お子さまの大切な節目、七五三。

「お気に入りのアプリで撮影したいろいろなパターン
の娘たちの写真を、１枚の中で色々楽しめるシャッ
フルプリントに。姉妹の仲の良さを表現しました。」

お着替えしてくださいね。

ください。

ほ か に も こ ん な 声 が 寄 せ ら れ て いま す

は、七五三の着物の試着すらできま

●何でも「初めて」なことが苦手な息子
せんでした。５軒もまわり、やっと
「こ
こで写真とりたい！」と言ってくれ
るお店に出会えました。スタジオマ
リオの方々の優しい笑顔と声かけで、
した。とても感じの良い対応で、満

無事に七五三を終えることができま
足しております。
●娘の七五三の撮影をしました。たく
娘は大喜び♡

親切なスタッフの方

さんの衣装とかわいいヘアメイクで、
のおかげで、終始ゴキゲンな娘でした。
ありがとうございまいした。

スタジオマリオ

無料カメラアプリ
「DECOPIC」
iPhone版とAndroid
版、どちらもリリー
スされています。

カメラのキタムラ枚方・T-SITE 店
作品名「なかよし姉妹♪」
プリントサイズ：A４
色：ピンク
はがきサイズ（102×152mm）300円から、
W4切サイズ（254×365mm）1,000円まで
ご用意しています。色は20色から選べます。

16
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。→P.48
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貯まる！ 使える！

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

2

今ドキの
思い出の残し方

七五三は撮影もお参りも
スタジオマリオで

芸能人がプロデュースしたブランド衣装など、豊富な品揃え。もちろん、すべて何回着替えても無料です。

30
こんなメッセージが
届いています！

思い出シリーズ

「撮ったあなただけ」
の写真から、
家族みんなのものへ
先日東京二子玉川で
「おもいでばこ」新モデルの発表会を行いました。
ここでは、その会場でお伝えした言葉を中心に、
私たちの考えていることと取り組みをお知らせします。

トライ ブ ー ス が 設 置 さ

このイベントは、「おもいでば
など、様々な趣 向 の イ ベ ン ト と

や、思い出をテ ー マ に し た 工 作

いて議論するユーザートーク

催。写真の撮り 方 や 残 し 方 に つ

れたほか、ワー ク シ ョ ッ プ も 開

もの」とい

撮った人の

な「写真は

にありがち

写真の保存

タッチ

」発表会
こ」の新製品「 PD-1000S
と、ファンの皆さまへの感謝祭
う概念がな

いときに写

誰もが見た

く、家族の

なりました。

いでばこアンバサダーの皆さん
とメディア関係の方々が集いま

デジタル時代の
フォト・アルバム

を兼ねて行われ、会場にはおも

「おもいでばこ」
発表会＆ファン感謝祭

思い出づくり
研究所

した。会場には、新製品の発表
やスマホの時代 に な り 、 写 真 の
人と写る人が対等な関係で、写

簡単に楽しめます。家族の撮る

真を気軽に

管理・保存方法 が 劇 的 に 変 わ り

デジタル写真が抱える問題は

真のエピソードを分かち合い記

リントショップ で 現 像 し 、 ア ル
「増えすぎた写真データをどのよ

ました。このデジタル化は「写真

バムにまとめて い た の に 、 デ ジ
うに整理するか」
ではなく
「今、

のアルバム」の位置づけの変化に

タルデータの管 理 が ネ ッ ク に な
その写真に関わるみんなが楽し

憶を通じ合える場所が生まれる

ったことで、ア ル バ ム 作 成 が で
めているか」
です。
「おもいでば

のです。

きなくなる人が 増 え た の で す 。

も繋がります。 そ れ ま で は 、 プ

フィルムカメ ラ か ら デ ジ カ メ

根本将幸

こ」
は、写真の取り込みから、整

PCC松尾、若林から認定書を贈呈。

花を咲かすひとときを楽しんで

「おもいでばこ」
で、思い出話に

ったなぁ」というあなた、ぜひ

ます。
「最近、
家族との会話も減

機能がたくさん詰め込まれてい

な活動の
「気づき」
から生まれた

の思い出作り研究所のさまざま

「おもいでばこ」
には、
これまで

ました。

定思い出グッズ」
に選定いただき

出作り研究所の「第１号公式認

尾理事長により、栄えある思い

この発表会では、ＰＣＣの松

思い出作り研究所の
公式認定思い出グッズに

提供するツールになっています。

テレビやスマホで楽しむ体験を

単にすることで、撮った写真を

理、鑑賞までをわかりやすく簡

「おもいでばこ係長」
思い出作り研究所員

みませんか？

思い出づくり研究所発の『い出を考える
本』
が好評発売中です。

■「おもいでばこ」のお買い求めは、全国のカメラのキ
タムラ店舗やネットショップで

株式会社バッファロー

「おもいでばこ」なら、デジタル

■これからの時代は、撮る人も写る人も囲んで楽しめ
るフォトアルバムが必要

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
を発信していく研究所です。

■写真はたくさん撮るものの、写った人と楽しむ時間
が失われている

思い出 思い出づくり研究所とは
づくり
「思い出づくり研究所」
とは、早
研究所
稲田大学の大野髙裕教授を所長

まとめ

3

や、新商品の実機が操作できる

発表会＆ファン感謝祭at Photogenic Livingには、
多くの人々が参加しました。

「おもいでばこ」PD-10005シリーズ。新ブラ
ンドのテーマは
「スマホファースト」
。スマホ写
真の価値を高めて、お客さまに寄り添います。

&

思い出シリーズ

18
「おもいでばこ」
の詳細は旬情報ページで→P41

湖・滝・海・川
みどり

公園みどり

畠山敏郎さん「登っておいでよ、気持いいよ」
昭和記念公園（立川市）

内山義之さん「つかみ取り」
浅川（日野市）

高尾一信さん「鯉のぼりの下で宝さがし」 南浅川（八王子市）

田中琴実さん「トレイン通ります」
昭和記念公園（立川市）

佐々木浅雄さん 「シャボン玉と遊ぶ」 代々木公園（渋谷区）

身 近 で み ど り を 感 じ ら れ る 場 所 と い え ば 公 園。 自 然 が 持 つ、
癒しのパワーを感じられるような写真をお待ちしています。
テーマ

テーマ

環境活動

自由にみどり

作品募集

私たちの生活になくてはならない命の源、水。そんな水に潜む、様々な表情を、
あなたの感性で切り取ってみてください。

第４回 みどり東京フォトコンテスト

テーマ

東京のみどりを写真に残す

テーマ

谷口常雄さん「緑の海草」 大久保浜（三宅村）

テーマ

清水 慎さん「江戸の夏を満喫」 江戸東京たてもの園
（小金井市）

グリーンカーテンや緑化ビル
など、みどりを使った温暖化
対策が日々進んでいます。そ
れを写真で伝えることは、社
会貢献にも繋がります。あな
たの写真で、環境を考えた活
動を広めませんか？

設けられた枠にとらわれない、自由なみど
りをお寄せください。あなただけのみどり
をお待ちしています。

入江智範さん「再生」
阿古小中学校（三宅村）

テーマ

街中みどり
みどり東京フォトコンテスト

作品募集中

田村明弘さん「高層ビルと新宿みどり」
西新宿（新宿区）

ついば

島田國彦さん「飼桐の実を啄むヒヨドリ」
光が丘公園（練馬区）

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（2015年10月以降）撮
った桜や紅葉でも応募できます。今年も１８歳以下
の方を対象とした、学生奨励賞を設けています。
Webからの応募も可。「みどり東京フォトコンテス
ト」で検索してください。

ビルが立ち並ぶ都会にも、みどりはあふれ
ています。いつもと視点を変えてみるだけ
で、普段通る道でも自然を感じることがで
きるはずです。

都心を離れたら、がらっと変わる風景。ちょっとした
旅行気分で、里山や島を巡ってみてはいかがですか？
カメラを持って、さあ出かけましょう。

何 気 な く 過 ごしていると気づかないけれど、東 京にも 緑はちゃん
と残っていま す。「みどり 東 京フォトコンテスト」は、未 来に残してお
き たい東 京の自 然 を 集めるフォトコンテスト。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。Ｗｅｂから
でも 簡 単に応 募できま す。

伊藤敏雄さん「天空のオアシス」
銀座（中央区）

里山・島
みどり

締切：９月30日（土）
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掲載作品は2016年入賞作品です

20

雑 食 系 撮 影 ク ラ ブ

活動レポート

みんなで新しい写真体験を !

「みんなで新しい写真体験を！」は PCC のスローガン。
その言葉通り、12 ヶ月に 12 回、
12 種類の
被写体や撮り方を体験するのが PCC 写真部です。
写真部ならではの撮影を楽しみました。

3 月のPCC Blog レポート

［2017.3.5］小倉競馬場

フォトインストラクター／野田益生

のだっち写真部 ［福岡］

こんなふうに
撮れました

のだっち写真部の愉快な仲間たちと、北九州の小倉競馬場で楽
しく撮影してきました。競馬場での撮影が初体験だという方も多
く、集合時間前に来て撮影の予習をする熱心なみなさん。この
競馬場は、三脚を使用しなければ、大抵の場所は撮影OK。
「撮
影前にドキドキするなんて久しぶり♡」と心を弾ませながら、撮り
たい構図を探して歩き回りました。
せっかく実際の馬を間近で見られるチャンスなので、まずは馬の
足の格好良さを連写でねらいました！

シャッタースピードと絞

りについて説明した後、慣れてきたら流し撮りに挑戦しました。
他にも、芝生広場やパドック、馬舎、観客席など、様々なところで
撮影にチャレンジ。撮影に熱中するあまり、予定時間から大幅に
延長しました。「１日中撮影できる場所です
ね」とみなさん大満足でした。
流し撮りなど、いろいろな撮影
を楽しみました。

馬の優しげな瞳をアップで撮ったり、走る馬を

三 脚なし
撮 影！

流し撮りしたり、
「こんなの撮れたよ」とみなさ
んが撮った写真を見せて頂き、私も大満足な１日

全 体 が 見 渡 せ る場 所 でシャッ
ターチャンスを狙います。

が過ごせました。
みなさん、お疲れさまでした！

［2017.3.29］匠の技！ 木目込細工工場見学

やまはる写真部［東京］

フォトインストラクター／山田春子

こんなふうに
撮れました

３月のやまはる写真部は、浅草の木目込細工の工房「箱長」さん
へ撮影に伺いました！
「木目込み細工ってどんなもの？」と思ったそこのあなた、すごーく簡
単に言うと、桐に彫刻を施し、そこに布をはめ込んだ工芸品のことで
す。手鏡のような小物から、箪笥のような大きいものまで、日本が誇
る匠の技を見学しました。
「ご年配の方が多いのかな？」と想像していましたが、意外と若い職
人さんが多かったのですよ。黙々と仕事をしておられる中、私たちも
邪魔にならないようにそっとシャッターを押しておりました。
スペースの関係で、参加者の皆さまには、数回にわけて時間差で来
ていただきました。運営にご協力いただき、ありが
とうございました。

繊細な技が光る逸品です。

ずっと
「職人さんの仕事を撮ってみたいな」
と思っ
ていたので、私自身も貴重な機会になりました。
参加していただいた皆さま、そして、撮影を快く

真剣な表情の職人さんを
モノクロで。
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受け入れて下さった箱長の皆さま、本当にあり
がとうございました！

職人の
技を
写 真 に！

フォトカルチャー TV

（閲覧無料）

番

組

ラ

イ

ン

ナ

ッ

プ

配信時間 19:00 ～ 19:30

日程

内容

6月 22日（木）

RAW で撮るってどういうこと？

7月

涼しげな１枚に。水のある風景の撮り方

6日（木）

7月 20日（木）

水のある風景を撮るならおすすめ機材はコレ

8月

夏の星景写真

3日（木）

8月 24日（木）

自分の写真テーマを見つける秋

9月 14日（木）

ご近所フォトのススメ

「フォトカルチャー TV」は、カメラ撮影技術や写真講評

全国どこからでもテレビ番組に参加できるので、わからな

などを通して、新鮮な学びと楽しい交流が体感できるイン

いことはその場で質問して即解決できますよ。あなたも、

ターネットテレビ番組です。季節ごとにすぐに役立つテク

生配信に参加して会話を楽しみませんか。

ニックが学べます。チャット機能を使ってコメントすれば、
TV の詳しい見方や、コメントの入れ方、過去に配信した番組の動画は PCC のホームページをご覧ください。 n p o p c c

【第２回】
『冬』

【第３回】
『春』

【第４回】
『夏』

2017年12月9日
（土）
～12月10日
（日）実施予定

2018年4月21日
（土）～ 4月22日
（日）実施予定

テーマ…つるし柿と冠雪の中央アルプス

テーマ…日本一の花桃の里と阿智村駒つな テーマ…伊 那谷に響く祇園ばやしと池上の
ぎの桜
花火競演

2018年7月28日
（土）～ 7月29日
（日）実施予定

心が求める癒しはここにある

温泉やグルメを楽しみな
がら被写体の魅力を発見

日本の原風景が残る阿智村。

ここでは、素朴で美しい里山

の秋を満喫できます。また、

阿智村は全国星空継続観察

1

で、
「星が最も輝いて見える場

所」
第 位に認定された、日本

一の星空の里でもあります。

宿 泊 地 昼神温泉

天気が良ければ、星の撮影に

撮 影 地 諏訪湖・阿智村

も挑戦してみましょう。

【大人おひとり】

39,800円〜47,800円

他にも、リンゴ、ナシ、野

長野県 阿智村

菜、
米などの新鮮な農産物や、

（１泊２日）

なめらかな湯質の昼神温泉も

楽しめますよ。

写真を撮る楽しみ、
喜びを多くの人

に伝えませんか。

内容の濃いカリキュラムに
充実の感想

9月23日（土・祝）〜24日（日）

素朴で美しい日本の
「実り」
を撮りに行く

デジタルカメラやスマートフォン

９月撮 影 会

もっと撮りたくなる！ 写真体感ライブ番組

https://tv.npopcc.jp/
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が普及し、
誰でも写真を撮れる時代

人にわかりやすく写真の撮り方を

フォトカルチャー TV 特設サイト

意しております。この

全国から
「見てるよ！」の声、続々

講 座 を 乗 り 越 えた 多

※お問合せ・お申込後に、受講要項や会場についての詳細資料をお送りいたします

くの受講者から、
「こ

■お問合わせ・申込み PCC 事務局 03-3230-2605
（平日 10:00-18:00）
n popc c

ん なに 写 真 と 真 剣 に

大阪市内

になりました。撮影の知識が身につ

名刺と名札も発行します。
JPIO 認定フォトインストラクターの証です。

向 き 合 う 期 間は 初め

10：00～17：00（撮影実習・座学）
10：00～17：00（撮影実習・座学）
10：00～17：00（撮影実習・座学）
13：00～17：00（座学）
10：00～17：00（座学）

て」
と、充実した感想

■会場

9月10日
（日）
10月1日
（日）
10月15日
（日）
11月5日
（日）
12月3日
（日）

をいただいています。

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

伝えるために、認定講座の中では作

■開催日時

認定後に認定証をお送りします。

けば、より深く、より楽しく写真を

※各回に写真講評の練習や写真プリントの提出などの課題があります
※5回すべて受講できなかった方、また不合格の方は再度受講が必要となります
※認定後に実地経験を増やすために、撮影会・セミナーの見学やアシスタントをしていた
だくステップアップ制度もあります
※会期の途中でキャンセルされた場合はご返金不可となりますので予めご承知おきください

例づくりの課題や、作品講評の実

■認定までの流れ

１．認定講座５回１クールを受講後、講師が総合判定
２．合格者には認定証、名刺、名札を贈呈
ホームページでご紹介

撮れるはず。まずはあなたが写真の

20 名

習、写真教室リハーサル資料づくり

■定員

教え方をマスターしてJPIO認定

■受講料 51,000 円（税込）

など、内容の濃いカリキュラムを用

※フォトマスター検定の資格取得は必須ではありませんので、お気軽にご相談ください

のフォトインストラクターになり、

■受講資格

フォトカルチャー倶楽部（PCC）会員、
フォトマスター検定（国
際文化カレッジ主催）2 級程度の知識をお持ちの方

写真の教え方を学び、
写真の楽しさを伝える

NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部（PCC）（一社）日本写真講師協会（JPIO） 共催

写真家、杉本恭子先生のフィールドワークの舞台、長野県阿智村を中心とした
南信州エリアにスポットを当てて、日本の原風景の四季を追いかけていく撮影会シリーズです。

フォトインストラクター認定講座
〈大阪〉
受講者募集

【第１回】
フォトグラファー 杉本恭子先生と行く

“実りのある風景”シリーズ
『秋』
写真講座＆撮影ツアー

教 わ る 人 から教 える 人 に

Profile
杉 本 恭 子 すぎもと

きょうこ

東京都出身。写真教師、キヤノン講師、撮影会企画、各雑誌、著書多数。日本写真家協会、
日本写真協会会員
写真を通しての地域おこしにも従事。
（長野県阿智村、阿南町、三重県熊野市、尾鷲市など）

人気の星座撮影シリーズで講座も開催

星空撮影講座（参加費無料）

詳細・お申し込みはコチラ

星空撮影講座の第４回目は、星空を連続撮影した写

阿智村の写真講座＆撮影ツアー、星空撮

真を、動画のように高速再生する「タイムラプス動

影講座についての詳細やお申し込みは、

画」の作り方を解説します。講師は星空撮影シリーズ
の成澤広幸先生。初めての参加も大歓迎です。
日時：2017年8月5日
（土） 13：00 ～ 15：00
会場：株式会社日本旅行本社会議室（東京・日本橋）

日本旅行の予約センターまでお問い合わ
せください。日本旅行とPCCがコラボし
たWebサイト「日本旅行写真部」のペー
ジからもご確認いただけます。

WebサイトTOPページ
http://www.nta.co.jp/theme/photo/index.htm

お問い合わせ・お申し込み：
（株）
日本旅行東京予約センター
TEL：0570-200-001
（月～金9：30～18：30、土日祝9：30～18：00）
※別途、旅行条件を記載したパンフレットを準備しておりますので、ご確認のうえ、お申し込みください。
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9月9日（土）

早川 幸夫先生

華麗なイルカの舞を楽しむ夜

7月８日（土）

東京・エプソン品川アクアスタジアム

西田 省吾先生

17：00～20：30

』と題したこの撮影会では、

フォトコン中毒だったんです」
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初

米澤 確 先生
因幡雅文 先生

写

そ
の
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き所
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スで
タ
きズ
るた
よち
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「これからは、
個性を大切にした、
「新
い撮
写る
真写
表真
現を
を目
開指
拓し
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た
い、
楽
しし
く
い
」
向上心が写真をうまくします」

新しい被写体にチャレンジ
被喜
写び
体を
の味
気わ
づう
き方と
する
撮影の視点がわかる

「スポーツ写真は、動感写真術

と速
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〞の
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「
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、化
ス、 がメ
佇ー
まツ
いば
、か
そり
しや
てっ
昔て
の来
人た
々ん
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往す
来」 ンて
ポ、
は各
人講
そ座
れを
ぞ行
れ。
っ街
て歩
いき
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す影
」
ポ

撮影：早川幸夫

す流
るし
大撮
阪り
中、
之露
島光
で間
因ズ
幡ー
雅ミ
文ン
先生
ー、

眞鍋 英敏先生

撮影：酒井宏和

PCCのセミナーや撮影会、
さまざまなイベントで活躍している講師のみなさん。

中野 ケンコートキナー本社

15：30～17：30

PLフィルターとNDフィルターを使用した作品例を見なが
ら、フィルターワークを実習します。雑学やクイズなどで
楽しく学べます。

初

心

者歓

迎

熱海 親水公園付近
18：00～20：50
花火の打ち上げ時間は短いですが、美しさが評判の花火
大会です。花火撮影の基本を身につけましょう。

のど
講）
座
ま真
す表
。現を
グな
をが
駆開
使催
しさ
てれ
、写

中野 ケンコートキナー本社

撮影：眞鍋英敏

佐々木 勇

桜田文洋

酒井宏和

小灘敬子

小林弥生

倉本雅史

デジカメの楽し
さを多くの方に
伝えたい。初心
者大歓迎

写 真は自分や
みんなを楽しま
せる。軽い気持
ちで一 緒に撮
ってみませんか

スタジオ経営・
ポートレート撮
影をしながら写
真講師として活
動中

一期一会を大
切に、
素敵な時
間 を共 有して
写真を楽しみま
しょう

パソコンも得
意。好きな被
写体は生き物
です

広島を拠点に
活動。風景や
ポートレート
が得意

こころの針が触
れた瞬 間を大
切に。写真を楽
しみましょう

渡邊翔一

渡邉繁信

米澤 確

眞鍋英敏

福島 勇

早川幸夫

服部考規

目の前の光 景
を 楽しめる 時
間づくりを目指
します

こころ優先で写
真を楽しく撮り
ましょう。お 手
伝いします

風景・祭りから
スポーツまで、
楽しいフォトラ
イフをご一緒に

自然大好き、琴
線に触れる作
品造りを、一緒
に楽しみましょ
う

写 真 を 楽しく
撮りましょう。
き
っと写 真 が 変
わりますよ

感動をどのよう
に伝えるのか、
写 真を楽しみ
ながらお 手 伝
いします

竹内敏信氏の 写真現像所勤
助手を経てフリ 務を経て独立。
ーに。写真雑誌 「 気 軽 に 貪 欲
等で活動中
に自由に」がモ
ットー

先生

「ふんわりかわいく」の空気感を
ソフトフィルターを使って楽しもう！
オオヤマ ナホ先生

夜空を楽しもう！

10：00～12：00

異国情緒を味わいながら、
撮影の視点や効果的なボケなど、
フォトジェニッ
白糸のような美しい滝の流れをスローシャッターでと
らえます。
躍動感ある一瞬の水しぶきを切
クな撮影のポイ
トをレクチャーし
ます。※別途入館料がかかり
り取り、シャン
ッタースピー
ドの違いを体感しま
しょう。 ます

角型フィルターの世界

7月15日（土） フィルターワークで作品力アップ

撮影：福島勇

9月18日（月・祝）海上花火で熱海の

などそ
でん
はな
、米
歩澤
く先
速度
生も
の人
写に
真よ
にっ
対す
てる
違情
い熱
まが
す、
。明
時る
間配
く分
楽が
し難
いし
講い
座の

6月21日（水） 異人館街の異国情緒をおしゃれに撮る 平日開催
９月２５日（月） 冷涼感あふれる赤目四十八滝 平日開催
神戸・北野異人館街
10：00～12：00
三重・赤目四十八滝

！
！

13：00～15：00

きれいに咲いている花を写真のどこに、どのように入れる
かの構図を学びます。※別途入園料がかかります
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してください。写真を撮りながら、元気がもらえますよ。

有名なものはハーフNDフィルターですが、実は100種類
以上ある角型フィルターのいろいろをご説明いたします。
トキナーの本社なので、色々試せます。

9月24日（日） 被写体の配置にチャレンジ
昭和記念公園
10：00～12：00

マニュアル設定や撮影の参考になります

ない
どう
バ先
ッ生
クで
グす
ラが
ウ、
ンス
ドポ
を知
と
ーっ
ツた
だ
りで
考は
えな
たく
り、
し
し祭
てり
い」
け
「な
風が
景ら
」「撮
花影
」「

酒井 宏和先生

撮影：福島勇

早川 幸夫先生

コース名▶鉄人関東

7月15日（土） 100種類以上ある、

国立科学博物館
10：00～12：00
暗い所の恐竜、剥製を撮影するためＩＳＯ感度を変更す
ることを学びます。※別途入場料がかかります

ワンデイ撮影塾

撮影の幅がぐっと広がる

近代的なオフィス街にレトロな建物がある中ノ島周辺で街並みのスナップ
大阪・服部緑地陸上競技場
10：00～12：00
撮影やフレーミ
ング、
レンズワークを習得します。※別途入館料がかかり
ます
元気はつらつのマスターズ陸上をスタンドから撮影します。
スポーツ写真の極意をマスター

座が
は大
、
『事
大」
人
・大
豊か「
にこ
すの
る講
こと
との
語街
る米

撮影にチャレンジ

静岡

い づる

フィルターの鉄人

の源
でに
すな
がっ
、て
そい
のま
ぶん
すや
。りがいは
ありますね」。参加者からは、

東京

8月20日（日） 博物館で暗い場所の

コース名▶ワンデイ静岡

龍安寺の桜を美しく撮る

：00～12：00
９月９日（土）大阪中ノ島～淀屋橋
まだまだ現役！ はつらつ10
マスターズ陸上を熱写
！
！

撮影：福島勇

りやすい」「テーマごとに作例

動きのある被写体にチャレンジ

平日開催

平日開催

大阪・海遊館
10：00～12：00
暗い水槽の水族館の基本的な撮り方から、面白い撮影方法までレクチャーします。手持ち
京都・仁和寺、
龍安寺
10：00～12：00
※別途入館料がかかります
「露光間ズーミング」
なんかもマスターできます。
仁和寺の御室桜、龍安寺の枝垂れ桜を様々なポイントから撮影し、桜を美
８月７日（月） 年に一度の世界遺産・奈良大仏のお身拭い
しく撮るための光の読み方や表現方法を学びます。
※別途拝観料がかかります
平日開催
奈良・東大寺
7：00～9：30
伝統的行事であるお身拭いを真摯な気持ちで撮ります。
歴史を大いに感じ、
奈良の良さを
5月14日（日） 大人の街・大阪中ノ島～
感じるはず。※別途拝観料がかかります
淀屋橋界隈、レトロと歴史めぐり

秋海棠と自然を満喫

桜田 文洋先生
栃木・出流山
10：00～12：00
自然豊かな山にピンクの秋海棠がたくさん見られます。
小さな花なので、大きく撮ったり群生をおさめたりと、葉
の緑色とうまく調和させてバランスよくまとめましょう。
撮影：桜田文洋

和田倉門噴水公園
10：00～12：00
噴水を流れるように撮影、流れの瞬間を止めて撮影。そ
れぞれのシャッター速度を学びます。

潮風に吹かれてロマンチックに撮影

７月２４日（月） 夏の水族館を爽やかに写真散策
4月6日（木） 世界遺産 京都・仁和寺と

しゅう か い ど う

が具体的で、撮りたい写真がイ

9月3日（日）

テーマを決めて継続して学びます

7月9日（日）

米澤確先生の撮影講座
因幡雅文先生の撮影講座

撮影：内山政治

者歓

阪生
中は
ノ、
島９
〜月
淀９
屋日
橋
、ス
レポ
トロ
澤先
（界
土隈
）に

心

メージしやすい」と好評です。

コース名▶一から学ぶ・関東

幕張新都心編

千葉・幕張新都心
16：00～18：00
夕方から黄昏にかけての情景を散歩しながら撮ります。
ビル風景での何気ない情景を切り取るコツが学べます。

「説明する言葉が具体的でわか

撮影：中田達男

います。
米
澤
先
生
が
参
加
者
に
伝
「た
Ｐい
ＣＣ
で撮
作り
品
え
のの
は写
、真
普教
段室
、

8月19日（土） 千葉写真さんぽ

内山 政治先生

を講評するようになって、
慣
れ
な
い
も
の
に
チ
ャ
レ
ン
参で
加き
者る
の喜
方び
の。
作ど
品ん
へな
の被
思
ジ

平日開催

一から学ぶデジタル一眼レフ

福島 勇先生

上野動物園夕景編

東京都・上野動物園
16：00～18：00
夕方から黄昏にかけての、動物たちの情景の撮り方につい
て学びます。夕涼みがてら、夕方の動物を愛でつつ楽しく
撮影できます。※別途入園料がかかります
撮影：内山政治

いや、写真そのものにつ
写
体
に
も
ト
ラ
イ
し
、
そ
れ
いれ
ての
考難
えし
るさ
こ、
と醍
が醐
多味
く、
な
ぞ

内山 政治先生

りました。テ
ッほ
クし
もい
も
楽
し
さ
を
経
験ク
しニ
て
ちう
ろで
んす
大。
事ですが、まず
そ
参加者の皆さんがその場

8月11日（金・祝）都会のオアシスさんぽ

迎

東京

撮影しながら基礎を習得

撮影：中田達男

関
特ての
所西
に独
行っ
何テ
をン
撮ポ
りで
たい
楽
撮感影
かし
、く
どう
じているかを

埼玉・高麗郷古民家
13：00～16：00
国の登録有形文化財に指定された古民家で、歴史を感じ
させる建築と、時の長さを知る巨木、艶やかな季節の花
撮影：西田省吾
を撮ります。※別途入場料がかかります

どの瞬間を切り取るかで、動きの出方は変わります

街並みスナップでは、被写体の持つストーリーを知るのが大事。

写真に残していくことの
「
一
時
は
、
〝
賞
金
稼
ぎ
の
大ネ
切〞
さと
を言
、わ
講れ
座る
をほ
通ど
じ、
て
ヨ
伝えていきたいです」

神奈川・三渓園
9：00～11：30
花だけではなく、蕾・葉も組合せや視点を変えると、もっ
といろいろな素顔が撮れます。図鑑写真にならないため
の「視点」を習得します。※別途入園料がかかります

平日開催

東京・国営昭和記念公園 9：15～12：00
大きな秋風景から接写まで、
いつもと違う作品づくりを目指
します。スナップ風な秋風景からボケを生かした接写まで、
色々なバリエーションが楽しめます。※別途入園料がかかります

視点を変えて素顔に迫る！

の花
中火
で」
お伝
「く
街大
角切
スさ
ナを
ッ講
プ座
」
「
「
工え
場し
夜
ま」
す
景
「」
猫」などの撮影も得意。先

撮影：内山政治

と写
歴真
史の
め撮
ぐ影
り会
』を
と開
題催
しし
て
、
ーツ
ま
す街
。並

7月23日（日） ハスってどう撮る？

中田 達男先生

5

撮講
影座
者で
がは
被、
写ジ
体ャ
をど
生の
ンう
ル撮りた

明治神宮編

していませんか？

湯島本郷編

東京・湯島、本郷
10：00～12：00
文豪の街、湯島、本郷は、新旧の街並の組み合わせが魅
力的です。何気ない情景の中で被写体と出会うコツや発
見方法が学べます。
撮影：内山政治

東京・明治神宮
10：00～12：00
明治神宮の風景を撮ります。ちょっと、足を延ばせば、原
宿・表参道の都会風景も撮影できます。

9月29日（金） コスモス写真、
マンネリ化

簡単なレタッチとプリント

7月15日（土） 都会のオアシスさんぽ

内山 政治先生

9月16日（土） 都会のオアシスさんぽ

中田 達男先生

9：00～11：00

み
ス阪
ナ府
ッ豊
プ中
撮市
影で
の行
楽わ
しれ
み方
テー
マで
はの
、大

収穫の時期を迎えた「寺坂棚田」は、畦道に咲いた花や稲
架がけなど、里の秋景色が撮れます。秋らしい風景を表現
するための、光のとらえ方が学べます。 撮影：西田省吾

ま

埼玉・上尾市 原市沼

や、被写体の切り取り方を中心
いのかを決めるこテ
とか
る「
第
回
大
阪
マ
ス
タ
ー
ズ
陸
上
を
問
わ
ず
、
多
彩
な
クら
ニ作品づ
に大
学会
習」
し
まま
すだ
。ま
街だ
並現
み役
撮！
影では、 ッ
くク
りが
が学
始べ
まま
るす
と。
、因幡先生は言
競技
。『

9月16日（土） 実りの季節 寺坂棚田・秋の景
埼玉・寺坂棚田
14：00～16：00

こ

私たちと一緒にPCCの撮影イ
ベン
トで楽しみませんか?
私たち
と一緒にPCCの撮影イベン
トで
楽しみませんか?

ボケを極める・原市沼の古代蓮

桜田 文洋先生
栃木・栃木市内
10：00～12：00
簡単な調整だけでイメージ通りに近仕上げる技を伝授。また、実際にプリントして、調整
前と調整後の比較をしてみましょう。

西田 省吾先生

高麗郷古民家

者歓

はつらつマスターズ陸上を熱

7月9日（日）

撮影：早川幸夫

9月20日（水） 懐古と巨木と秋の花・

心

原市沼の古代蓮は、手が届く所に咲いているので、広
角・望遠・マクロなど様々なレンズの違いによる表現の変
化を学ぶのに最適です。
撮影：西田省吾

※別途入場料がかかります

西田 省吾先生

初

ワンデイ写真塾

イルカのナイトショーは、昼間と比べて少し難しいですが、
夜間撮影でのカメラ設定の基本がたくさん学べます。

内山 政治先生

コース名▶ワンデイ関東

迎

栃木・埼玉・東京・千葉

その場所ならではの写真を撮る

中野 ケンコートキナー本社
13：00～15：00
7月1日（土） ポートレート編
9月2日（土） 花とテーブルフォト編
難しいレタッチをしなくても、ふんわりとした写真が撮れ
るようになるソフトフィルターについて、知識と実技の両
面から学びます。前半は座談会形式でソフトフィルターに
ついて考え、後半は実際にいろいろなソフトフィルターを
試しながら自分にとってのベストソフトフィルターを探り
ます。

先生

撮影：オオヤマナホ

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

クキモト
ノリコ先生

先生

木方清二

川瀬陽一

先生

「秀作はあなた
のそばに」
。
楽し
みながら作 品
作りをお手伝い

野田益生

先生

オオヤマ
ナホ先生

内山政治

岩田賢彦

因幡雅文

青山佳弘

アトリエNAHON
EIGE主宰。
女性
視 点から写 真
作りを考えます

風 景・街 角 写
真家。
写真は発
見と出会い。何
をどう撮るかで
す

こころ優先で作
品のレベルアッ
プをお手伝いし
ます

光で描く素 敵
でかっこいい写
真を私と一 緒
に楽しく撮りま
しょう

被写体の雰囲
気を大 切 にし
た撮 影を一 緒
に楽しみましょ
う

中田達男

種清 豊

田邊和宜

田中頼昭

鈴木慎二

島本靖治

あわてず、ゆっ
くり。
ひとつひと
つ、
コツを身に
つけていきまし
ょう

竹内敏信氏の PCC設立時か カメラで人生を
アシスタントを ら講師を担当。 より楽しく豊か
経てフリーに。 福岡、大阪を中 に。人の縁を繋
街 スナップ を 心に活動
ぐ講座を目指し
撮影中
ます

写真店店主を
しながら竣工写
真 撮 影＆動 画
撮影に飛び回
ってます

公 民 館クラブ
や、バスツアー
などなど、多方
面で写真指導
実施中

金田 誠

岡野清人

写真はシャッタ
ーを押した分だ
け上達します。
まず は 撮 影 に
出かけましょう

被写体の雰囲
気を切り取る、
情景演出写真
家

西田省吾

中村敏郎

いつもの 写 真
を、もっと素敵
に。楽しく撮る
事が上達の秘
訣です

心ときめく風景
との 出 会 いを
求めて撮 影に
出かけます

先生

『被写体をどう
表現する』をモ
ットーに作品づ
くりをしていま
す

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生
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7月1日（土）

ポートレート撮影会

渡邊 翔一先生

7月4日（火）

初

コース名▶ポートレート

心

者歓

迎

大阪

初心者歓迎

撮影：米澤確

平日開催

夏の緑を活かすポートレート
長居植物園

11：00～13：00

鶴見緑地

11：00～13：00

望遠レンズをメインにしたポートレート撮影をします。距離感、圧縮効果、ボケなどを学
びましょう。※別途モデル料2,000円がかかります

田邊 和宜先生

11：00～13：00

講座と実践で知識定着

コース名▶秋色

撮影準備企画！魅せる秋色写真術

作品のバリエーションを増やす撮影術を提案します

撮影：田邊和宜

事前講習と撮影実習で効率的に腕前アップ

スリーステップ写真塾

コース名▶スリーステップ

コース名▶いきいき金沢

7月8日（土）

フィルターの使い方がよく分かる

フィルターの鉄人

者歓

7月1日（土）

使ってみようNDフィルター!!
幻想的なスローシャッターの世界

志賀直哉旧居（座学）
なら燈花会（撮影会）

か

愛知

撮影しながら基礎を学ぶ

16：00～17：00
17：00～20：00

数万本のろうそくの炎が揺らめき、世界遺産の寺や神社
もライトアップ。事前座学で撮影方法を学んでから、燈花
会の撮影を楽しみます。※別途入館料がかかります

撮影：中村敏郎

7月2日（日）

名古屋港水族館周辺

撮影：川瀬陽一

9月18日（月・祝）季節ごとに美しいのどかな

風景が広がる奥嵯峨めぐり

嵯峨野

13：00～15：00

爽やかな竹林、長閑な田畑だけでなく西側には京町屋を
改装した店が並びます。嵯峨野のこの町並みをいろいろ
な構図で撮ってみましょう。
撮影：川瀬陽一

10：00～12：00

撮影：種清豊

愛知

西尾市で初開催！
！

撮影：川瀬陽一

心

いろいろなジャンルの撮影にチャレンジしましょう

撮影：岡野清人

者歓

8月20日（日） 大さん橋にダブル入港する

豪華客船を撮影

神奈川・横浜 大さん橋 14：30～16：30

横浜の大さん橋にダブル入港する大型の豪華客船を撮影
します。横浜の風景とともに、入港時のセレモニーなどを
臨場感ある方法で撮影します。
撮影：岡野清人

9月24日（日） 空から横浜夜景と

カメラの設定方法や、ブレによるピンボケがない撮影方
法が理解できます。今まで良くわからなかったカメラの仕
組みと設定の迷いから解放されます。

停泊する豪華客船を撮る！

神奈川・横浜 ランドマークタワー展望台 17：30～19：30

13：30～16：00

横浜ならではの夜景を撮影します。夜景撮影の基本設定と
三脚の使い方等、室内からの撮影テクニックを学びます。
撮影：岡野清人

素敵な光をとらえるための、カメラの設定・調整を学びます。写真撮影が一層楽しくなるレッスンです。

8月26日（土） 三河一色・大提灯祭り（撮影実習）
西尾市 諏訪神社
9：30～12：00

神奈川

日本一大きな提灯を伝統として今に伝える「三河一色・
大提灯祭り」を撮影。どの様な位置で、どの様な捉え方
で撮影できるのかが学べます。
撮影：佐々木勇

9月9日（土）

作品の仕上げ方を知る 西尾市文化会館

コース名▶メソッド

豪快にエンジン音を響かせ、離発着をするジェット機を
迫力ある望遠で狙います。

カメラのコントロール方法を学びましょう

8月12日（土） 光のとらえ方を知る 西尾市文化会館

撮影スポットをめぐるフォト・レッスン

フォトメソッド

7月16日（日） 迫力のジェット機離着陸を撮影
東京・城南島海浜公園 14：30～16：30

コース名▶デジイチ入門

今がチャンス デジイチ入門

佐々木 勇先生

向島百花園
10：00～12：00
江戸時代から続く草花の名所で萩のトンネル、
ススキ、ヒ
ガンバナ、椿などをマクロで撮影します。
※別途入園料がかかります
撮影：種清豊

岡野 清人先生

7月23日（日） カメラの設定と機能を知る
西尾市文化会館
13：30～16：00

14：00～16：00

まるで江戸の町へタイムスリップしたようなはオープンセッ
トで白黒写真に挑戦しましょう。※別途入村料がかかります
撮影：川瀬陽一

京都教育文化センター（講座）13：00～14：00
祇園白川～花見小路（撮影会）14：30～16：30

舞妓さんや芸妓さんが行き交う歴史ある街。花街情緒が
匂い立つ情景を切り撮ります。

17：30～19：30

者歓

京都鉄道博物館で撮り鉄！

13：00～15：00

湯島聖堂、ワテラス撮り比べ

岡野 清人先生

13：30～16：00

実際に撮影した写真を作品に仕上げる方法を学びます。主役をいかに引き立てるかが重
要。主役を阻害する脇役の在り方が理解できます。

毎月開催！ 写真作品・講評会専門教室

写真を読む

コース名▶読む

心

者歓

迎

京都を代表する花街・
祇園界隈を散策！

心

7月17日（月・祝）日本最大級の

映画監督の気分を味わおう

都心部で見つけた300年のタイムスリップ

東京・神奈川

港の夕景ポートレート

※別途モデル代1,000円がかかります

撮りたい物を見つける！その撮りたい物の撮り方を伝授！

東映太秦映画村

13：00～15：00

上手く撮れたらお互いに見せ合って楽しく撮影しましょう

夏の夕方から日没までの時間帯でポートレート撮影を行
います。背景に空や海を入れたり、日没後は対岸の灯りを
アクセントにしたりと、色々な雰囲気が楽しめます。

コース名▶いきいき京都

8月11日（金・祝）いざ、時代劇の世界！今日は

新宿コズミックセンター

9月23日（土） 小さな野草を大きく接写。
コース名▶ポートレート

ポートレート撮影入門

青山 佳弘先生

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

53両の実物車両を一堂に展示する京都鉄道博物館。普
段は見られない角度から間近で自由に鉄道写真が撮れ
ます。レンズの特性を活かした撮り方をマスターしましょ
う。※別途入館料がかかります

え

露出設定やレンズの画角、ボケを意識した撮影を行います

マクロで楽しむ百花園

2015年開園の和情緒あふれる新名所、玉泉院丸庭園。
滝と一体となった色紙短冊積みの美しい石垣に注目。こ
こでは、主役と脇役の関係を学びます。
撮影：川瀬陽一

京都鉄道博物館

種清 豊先生

湯島聖堂と2013年に開業したワテラスとの新旧撮り比べ
の街スナップです。ガラスの写り込みや、黒塗りのシックな
聖堂や重厚な扉など素材の持ち味を生かして撮影します。

迎

撮影：川瀬陽一

コース名▶デジカメ

デジカメマスター

湯島聖堂～ワテラス

撮影：鈴木慎二

9月30日（土） 和情緒あふれる名園
金沢市 玉泉院丸庭園界隈
13:00～15:00

なにを!! どう撮る？

撮影：金田誠

撮ったら講評で上達の近道

8月6日（日）

スローシャッターを使って、いつもと違った波の表情を撮影
します。※NDフィルターのない方は講師の作品を間近で見て学べます

13：00～15：00

16：30～19：30

撮影会での作品に限らず、普段撮っている作品をお持ちください。

17：00～19：00

世界も認めた金沢の美

撮影：金田誠

「幻想的に光り輝くサラブレッ
ドに恋をする～川崎ナイター競馬」

7月23日（日） 講評会

自身の目では、見ることの出来ない世界を愉しめます !!

東本願寺別院の門前町金沢表参道や金沢駅など、普段
は何気なく通る町並みも視点を変えれば魅力一杯。そん
な被写体発見術を伝授。
撮影：川瀬陽一

川瀬 陽一先生

古都奈良の夜を彩る
灯りのイベントなら燈 花 会
と う

コース名▶鉄人愛知

迎

池泉回遊式庭園の平安神宮神苑や、華やかな朱塗りの
大極殿をいろいろな構図で印象的に撮る表現術を伝授
します。※別途拝観料がかかります

東京

田原市 太平洋ロングビーチ

撮りたい物を見つける !! その撮り方を伝授します！

金沢市 金沢表参道～金沢駅

京都

京都教育文化センター（講座）13：00～14：00
岡崎公園～平安神宮（撮影会）14：30～16：30
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心

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

川瀬 陽一先生

10：00～12：00

撮影：青山佳弘

朱色まぶしい平安神宮

9月9日（土）

愛知

9月9日（土）

川崎競馬場

神奈川・鎌倉市

連続参加も、一回だけの参加も OK です

7月15日（土） 緑あふれる岡崎公園・

8月6日（日）

石川

なにを!! どう撮る？

しいのき迎賓館を始め、モダン建築の21世紀美術館やレト
ロな赤レンガの四高記念館など魅力的な新旧建造物を撮
影。建築写真の魅力を伝授します。
撮影：川瀬陽一

季節の色を魅力的に撮影するためのアクセサリーの使い
方や、構図の作り方を解説し、撮影会で実践します。

中村 敏郎先生
川瀬 陽一先生

撮影：渡邉繁信

「ジェットスポーツフリースタイル全日本選手権シリー
ズ」のスピード感あふれるシーンを撮影。速いシャッター
速度で、ジェット噴流が巻き上げる水しぶきを写します。

空が夕暮れ色に染まるマジックアワー。競馬場の芝がカ
クテル光線に照らし出されます。コンパクトな競馬場で、
馬との距離が近いレースを撮影します。※小雨決行

初秋の古都鎌倉を走る江ノ電を狙います。味わいのある
車両はもちろん、秋の風景を組み合わせた鉄道風景写真
を極めます。
撮影：服部考規

13：30～16：00

昔の面影が数多く残る街、小布施。江戸・明治・大正・
昭和の建築物が並ぶ中に、教会風の建物があり、時代を
感じながら「何をどう撮るか」を学べます。

14：00～16：00

9月24日（日） 秋の古都をゆく

8月19日（土） レトロモダンの建築美
金沢市 石川県政記念しいのき迎賓館界隈 13：00～15：00

9月10日（日） 大阪・長居公園長居植物園
9月18日（月・祝）広島・広島市植物公園
講座 10：00～12：00
撮影会 14：00～16：00

京都・奈良

ちよだプラットフォームスクウェア
前月撮影した写真の講評会と、次回の事前レクチャーです。

葛飾北斎が晩年訪れた町
「小布施」

ホワイトバランスやシャッター速度の設定、被写体をファ
インダーで追い続けるコツを伝授します

横須賀市 うみかぜ公園 9：30～12：30

8月27日（日） 講評会

江ノ電のある風景

コース名▶スポーツクラブ

水上バイクが空を飛ぶ！」

撮影：服部考規

撮影：渡邉繁信

見どころ撮りどころ満載

ＰＣＣスポーツクラブ

7月16日（日） 「ジェット噴流で

迎

鶴見緑地

広角レンズをメインにしたポートレート撮影をします。ポートレートに広角レンズを使うと
きの注意点をお伝えします。※別途モデル料2,000円がかかります

大阪・広島

撮影：渡邉繁信

神奈川
金田 誠先生

ポイントをおさえて撮影、実践と講評会で確実に上達

東京・しながわ水族館 10：00～12：00
豪快なジャンプを見せるイルカをはじめ、工夫をこらした
展示をされた魚たちを撮影します。暗い場所での撮影方
法もマスターできます。※別途入園料がかかります

鈴木 慎二先生

9月13日（水） 広角で撮るポートレート

コース名▶納得

舞う！ しながわ水族館

越後高田公園外堀のハス

長野・小布施町

講評会と実践で上達

これで納得撮影術

7月30日（日） ウォーターフロントにイルカが

7月29日（土） 見事に咲き乱れる

9月2日（土）

露出補正を駆使して夏の緑、光を活かしたポートレート撮影をしま
撮影：渡邊翔一
す。※別途モデル料2,000円と入園料がかかります

8月29日（火） 望遠で撮るポートレート

長野・松代城町
13：30～16：00
真田幸村の兄、信之が初代藩主として治めた松代藩。幕
末当時の真田邸や武家屋敷が現存し、内部撮影のでき
るところもあります。※別途入場料がかかります

東京・神奈川
服部 考規先生

ようこそ、真田幸村の兄、
信之が初代藩主の松代藩に

新潟・上越市 高田公園 10：00～12：00
伊達政宗が築城した越後高田城の外堀に咲き乱れるハ
スは東洋一と言われています。大きい花と葉をどう撮る
か、朱色の橋とのコラボなど構図が学べます。

ポートレートに必要な技を伝授します

者歓

初

町スナップJR京都駅～東寺周辺の散策

JR 京都駅～東寺周辺
10：00～12：00
多くの観光客でにぎわう京都の玄関口、JR京都駅を起点
に東寺周辺を散策します。

心

いろいろな構図を試して撮影の幅を広げましょう

初

9月9日（土）

渡邉 繁信先生

関西歩きの達人になりましょう

ワンデイ撮影塾

初

田邊 和宜先生

新潟・長野

コース名▶ワンデイ新潟

初

関西探検隊

撮影しながら歴史探訪

初

コース名▶探検隊

迎

京都

関西町歩きスナップ撮影会

どう撮ったのか？を読むことで、より撮影の腕前があがります

7月15日（土）、8月26日（土）、9月16日（土） 神奈川県民センター

17：00～19：00

写真の上達は、撮るだけでなく見ることも重要です。自分自身では、なかなか気づくこと
ができない「あなたの良いところと悪いところ」を指導する、目から鱗の講評会です。
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カメラでめぐる縁結び しまね・とっとりの旅

者歓

撮影とレクチャーで写真がより楽しくなります

7月29日（土） 作品鑑賞・講評、データ整理

町全体が妖怪たちに占領されているような境港市。水木
しげるロードで新しい表現にチャレンジ。あなたの創造
性を存分に発揮しましょう。

心

大阪・京都・奈良・兵庫

田中 頼昭先生

7月15日（土） 妖怪たちとゲゲゲのパーティ
鳥取・境港市 水木しげるロード
10：00～12：00

初

コース名▶めぐる

迎

島根・鳥取

「写真で楽しむ」
が基本の旅シリーズ

8月23日（水） 黄昏時の神戸旧居留地、

因幡 雅文先生

島根・松江市 松江テルサ

一日で撮影テクニックをマスターできる

9：00～12：00

これまでの作品を鑑賞・講評。撮影の基本知識やカメラの各種効果について解説します。

撮影：田中頼昭

8月28日（月） 街中スナップ技法を

小灘 敬子先生

8月8日（火）

初

ワンデイ撮影塾

コース名▶ワンデイ中国

心

者歓

福岡

迎

島根・鳥取

自然に親しみながらレベルアップ

朝倉市で神輿や山笠の動きや花火、月を撮影しましょう

7月15日（土） 約300年の伝統を持つ須賀神社の

日本の滝100選、落差４０ｍ
龍頭が滝の「雄と雌」
「裏と表」

祇園祭「追い山」が町中を疾走！
！

9月4日（月）

木方 清二先生

撮影：小灘敬子

9月5日（火）

撮影：野田益生

8月26日（土） 約4000発の大小の花輪と

9月10日（日） 大山寺周辺

森・花・鳥・寺・
古道…ディープな写真散策

200ｍに所狭しと仕掛けられ
る祭典を楽しもう！

10：00～12：00

朝倉市甘木 小石原川甘木橋下流

大山寺周辺の散策コースに沿って歩きながら、豊富な被
写体の「何を」
「どう撮るか」、特に森の中の光をどう取
り込み、美しい緑色はどう出すかを学びます。

18：00～21：00

撮影前にテキストでカメラ・フィルターを設定。光の重な
りを様々なアングルで楽しみましょう！！

撮影：野田益生

9月23日（土） 火柱、煙舞う！

撮影：小灘敬子

中村 敏郎先生

林流抱え大筒秋月観月会

7月11日（火） 変化に富む街で、

平日開催

島本 靖治先生

初

平日開催

撮影：島本靖治

川とビルと公園を楽しむ!!

7月12日（水） 水族館で表情豊かな魚や

大和三山を背景に水面に
映るホテイアオイの花

因幡 雅文先生

平日開催

会員 3,000 円（税込）
、一般 4,500 円（税込）（「花のライティング撮影術！」を除く）

平日開催

13：30～16：00

9月15日（金） だんじりは前日が面白い

撮影が難しいと言われる水族館。暗い場所や動きの速
い生きもの撮影、また水の中が緑っぽく写らないような
カメラの設定や撮影のコツをつかみましょう。

大阪・岸和田

撮影イベントの詳細に関しましては、PCC ホームページ、または事務局にお問合せください。別途入園料など費用がかかる場合があります。詳しくは受講チケットでご案内いたします。

S T E P 1
電話、FAX または
ホームページから
参加登録します

T

お申し込み方法は
S

E P 2

振り込み口座番号

記号：00110-5 番号：263276
なまえ：NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部

※ウェブでお申し込みの方
には、メールが届きます

ゆうちょ銀行 店名：019 店番：019
口座：普通預金 口座番号：0263276
なまえ：NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部

2017 年『セミナー・撮影会・写真教室」

3 通り

E P 3

正式にお申し込み完
了です。開催約 1 週
間前に、受講チケッ
トが届きます

開催 10 日前までにお近くの郵便局で参加費をお振り込みください
郵便局

T

お電話で
お申し込みの方は

FAX で
お申し込みの方は

PCC 事務局

Tel

03-3230-2605

受付時間 10：00 ～ 18：00
（土日祝は除く）

PCC 事務局

Fax

平日開催

03-3230-2607

日本有数のお祭り「岸和田だんじり祭」。まだ人の少ない前
日が実は面白いんです。人物スナップから、だんじりの物撮り
撮影：島本靖治
など、多彩な撮影が可能です。

7月21（金）

中村 敏郎先生

3. 開催日・コース名

4. 開催日・コース名

月

月

月

月

お名前

PCC会
員
ホームページから 限定

お申し込みの方は

http://www.npopcc.jp
または
npopcc

日

日

-

ご住所 〒

都 道
府 県
電話番号

該当するものを○で囲んでください
フォトカルチャー倶楽部会員様 ・ 一般の方
（会員番号

）

（

携帯電話番号（お持ちの方はご記入ください）
）

-

（

）

-

〈注意事項〉※当日、現地での参加費お支払いはお受けできません※当日、飛び入り参加はお断りします※欠席の場合は必ずご連絡ください。尚返金はできませんのであらかじめご了承ください
※振り込み手数料はお申込み者負担となります。
天候、その他の理由で順延・中止、あるいは内容を変更しての実施となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
〈個人情報の取扱いについて〉ＮＰＯ法人フォトカルチャー倶楽部は、イベント申し込みの際に記入いただいた個人情報について、お客様との連絡や撮影に関わるご案内に利用させていただきます。
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広島

初心者からハイアマチュアまで

フォト・ウォッチング

コース名▶ウォッチング

心

者歓

14：30～17：00

撮影：クキモトノリコ

古都奈良 夏風に揺れる風鈴の寺

おふさ観音

平日開催

8月5日（土）

10：00～12：00

10：30～12：30

山口

一面に広がるヒマワリの花畑で、印象的な作品作りの構
図とのレンズワークを学びます。※別途入場料とバスツアー代が

岩田 賢彦先生

デジカメ・ステップアップ講座

野田 益生先生

9：30～12：00

花のライティング撮影術！

レフ版やフラッシュを有効に使って新しい花表
現に挑戦。ピント合わせから仕上げまでしっかり
学んでいただきます。事前座学と実習のセットで
撮りながら覚えましょう。※別途入園料がかかります

基本レクチャーと撮影会でレベルアップ

事前にカメラの設定をしてから、大学構内の池に咲く大
賀蓮をさまざまなアングルから撮影します。
撮影：野田益生

8月5日（土）

初心者からベテランさんまで、秋に備えて花の新しい表
現方法にワクワク、講座 + 実習でじっくり学ぶ

コース名▶ステップアップ

7月29日（土） ハスの花作品完成させましょう！
！
山口大学キャンパス
9：00～11：30

コース名▶ライティング

PCC 会員 5,000円 一般 6,500円
8月20 日（日） 福岡・福岡市内
13：30～17：00
9月27 日（水） 大阪・長居公園長居植物園 11：00～16：00
平日開催

さまざまな被写体を撮って自分好みの作品を作りましょう！

撮影：小林弥生

秋に備える

撮影：木方清二

※別途入園料がかかります

8月20日（日） 110万本の向日葵に感動
世良高原農場
10：30～12：00

大阪・福岡

夏の定番、ヒマワリを
個性的に表現してみよう !!

見慣れたヒマワリを、貴方の個性をいかして撮影、ベスト
な写真にするコツを学びます。

6艇のボートの激しいデットヒート！ 高速で移動する被
写体の撮影方法やシャッターチャンス・望遠レンズを使っ
た流し撮りを学べます。
撮影：倉本雅史

かかります

撮影：中村敏郎

大阪・長居公園長居植物園

激闘！ ウォータースポーツ！

ボートレース宮島

バラと風鈴で有名なおふさ観音。全国から集められた
2500個以上の風鈴が夏風に揺れる様子を撮影します。

木方 清二先生

初心者大歓迎！

このページを Fax 用紙としてお使いください

2. 開催日・コース名
日

京都・京都水族館

奈良・橿原市 おふさ観音

作品講評とコンテストに向けた作品作りのアドバイス。実習に参加されていな
い方も大歓迎。ぜひ、自信作をお持ちください。

1. 開催日・コース名
日

にチャレンジ！

※別途入館料がかかります

13：00～15：00

9月17日（日） 作品講評 広島市 西区民文化センター

参加申込書

撮影：因幡雅文

7月15日（土） 女性限定 水族館で「動きもの」

クキモト ノリコ先生

7月2日（日）

の講座は、撮影会とセミナーの両方に参加されると 1,000 円引きになります。会員様がご夫婦でご参加の場合は、お二人とも会員価格でご参加いただけます。

S

10：00～12：00

水槽の中の魚の綺麗な撮り方や生き物の面白い表現方
法などが学べます。数多くの魚や動物たちの素顔を楽し
みながら撮影。※別途入園料がかかります

初

撮影：野田益生

お 申 し 込 み は コ チ ラ

お申し込み～お申し込み完了までの流れ

兵庫・神戸市立須磨海浜水族園

約14000株以上の薄紫色のホテイアオイを背景を工夫
したり、水面への映り込みを発見したりして撮影します。
撮影：中村敏郎

小林 弥生先生
倉本 雅史先生

各イベントの参加費は、それぞれ PCC

動物たちのエンジョイ撮影会！

13：30～15：30

情緒豊かな秋月城下町で林流抱え大筒や月を撮影しま
す。光月流太鼓の演奏や秋月の神社仏閣を楽しむぶらり
旅です。※日時変更の可能性があります

初心者の方におすすめ

平日開催

新たな変化をつける

大阪・大阪駅周辺
10：00～12：00
大都会梅田。多くの人が行き交う中で、どう通行人をおさ
めるか。機能を活かして変化ある撮影を指南します。

迎

平日開催

迎

室内で撮影知識などを養う講習会

者歓

16：00～18：00

撮影：木方清二

朝倉市 秋月 16：00～19：30

心

大阪・四天王寺

中之島公園をぶらぶらスナップ

奈良・橿原市 元薬師寺跡

島本 靖治先生

※日時変更の可能性があります

学ぶ

四天王寺の七夕を楽しもう!!

四天王寺恒例の七夕のまつりをゆったりと楽しみなが
ら、撮影のコツを身につけます。

大阪・中之島公園周辺 10：00～12：00
整備された公園の中、川沿いに立ち並ぶ近代
的なビル群をゆっくりと歩いてスナップ。
撮影：木方清二

平日開催

神輿が町中を練り歩き、15日には「追い山」が町中を勢
いよく引きまわります。高さ３ｍの引き山笠2台の動きの
ある様を撮影します。

木方 清二先生

大阪・難波周辺
10：00～12：00
海外からの観光者の多い観光スポット大阪の街を記録。
観光者とのコミュニケーション術を学び、街中スナップを
極めます。
撮影：島本靖治

朝倉市甘木 須賀神社 13：00～16：00

水の流れに親しみながら、ハイスピードやスローシャッ
ターでさまざまな滝の表情を撮影します。三脚、PL・ND
フィルターの使い方実践も。

鳥取・大山寺周辺

コース名▶ステップアップ

デジカメ ステップアップ講座

野田 益生先生

マイナスイオンたっぷりの、島根と鳥取の自然を撮影します

島根・雲南市掛合町 龍頭が滝
10：00～12：00

平日開催

甘木市の夏を楽しみつくす！

7月8日（土）

平日開催

メリケンパークの光を撮る！

兵庫・神戸旧居留地、メリケンパーク
17：30～19：30
旧居留地やメリケンパークに灯りがともる黄昏時は、格
別の表情。その街並みと光のコラボレーションをスナッ
プ感覚で切り取ってみませんか。
撮影：因幡雅文

島本 靖治先生

コース名▶ワンデイ関西

ワンデイ撮影塾

夏の風物詩と錦帯橋
コラボ演出
岩国市 錦帯橋

16：00～21：30

事前にカメラ・フィルターを設定。錦城橋近くから、光の重な
りをレンズにおさめます。
撮影：野田益生

9月10日（日） 愛くるしい表情の動物達を激写！

綺麗な花々や彫刻の世界へ
宇部市 ときわ公園

撮影：岩田賢彦

14：00～16：00

撮影前にカメラの設定をしてから、動物・花・彫刻などを
撮影。ISO感度・絞り・ホワイトバランス・フィルターワー
ク・構図が学べます。
撮影：野田益生
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⑥鉄道
（観光鉄道、駅舎

など）

など）

⑦自由

「あなたのまわりの甲州市」
フォトコンテスト

⑤神社仏閣
（甲州市で有名な神社仏閣、恵林寺、大善寺

など）

広大な山岳地帯や渓谷、果

など）

樹園や農村地帯、歴史に彩ら

④イベント・祭り
（マラソン、祭り、ひな祭り

れた建造物や文化資産などが

など）

③伝統文化
（甲州市で有名な伝統行事：春駒、十二神楽、藤切祭

調和する甲州市。あなたのま

②フルーツ
（ぶどう、もも、さくらんぼ、すもも

わりの甲州市に「似た」風景、

①自然景観
（山、ぶどう畑、もも畑、桜などの自然景観）

実際に甲州市で撮影した風

■応募テーマ

景、どちらもご応募お待ちし

2017年４月１日～12月31日

ております。

■募集期間

主催 ： 甲州市観光交流課
主管 ：（一社）
日本フォトコンテスト協会
後援 ： ＮＰＯ法人 フォトカルチャー倶楽部

応募要項

■審査員
板見浩史

フォトエディター。元
「日本フォトコンテスト」
（現フォトコン）
編集長。公
益社団法人日本写真協会(PSJ)顧問。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。毎日新聞社出版写真部長・ビジュアル編集室長など歴
任。共著に
『昭和二十年東京地図』
、
編著に
『宮本常一写真・日記集成』
など
●最優秀賞
［1作品］ 3万円分の商品券+ペア宿泊券+特産品
●特選
［2作品］

自然景観

フルーツ
伝統文化

■賞品・賞金

1万円分の商品券+特産品

●準特選あなたのまわりの甲州市賞
［７作品］

5千円分の商品券+特産品

●準特選甲州市賞
［7作品］ 5千円分の商品券+特産品

※準特選甲州市賞は、甲州市で撮影された写真が対象

●入選[40作品]

イベント・祭り

2千円相当の特産品

ここ だ け で
受 けら れ る
ご 利 益 が た くさ ん

フォトカルチャー倶楽部 （PCC）
撮影会をのぞき見！

撮影会のいいところ、こんなところ
■ ひとりでは気づかなかった発見が

思い描いた通りの写真を撮影するため、孤独にたたかうこともしば
しばですよね。PCCの撮影会では、ひとりでは発見できなかった被写
体や、撮り方に出会えるチャンスがあります。講師が撮り方のレクチ
ャーや、カメラ設定をフォローしてくれるので、カメラを始めたばか
りの初心者でも安心して参加できます。
■ 仲間と高め合う

ひとりだと
「もう暗くなってきたし、今日はここまでにして帰ろうか
な」
となりがち。撮影会なら、仲間と一緒にベストショットが撮れるま
でねばって撮影できます。写真好きが集まるので、意気投合すること

■ご応募、お問い合わせ

も。お互いに高め合い、切磋琢磨できる友人ができます。

一般社団法人 日本フォトコンテスト協会内

■ 悪天候はチャンス

〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 Ｂ1
「あなたのまわりの甲州市フォトコンテスト」
事務局

電話：03-3230-2610
（平日10-18時）
※応募用紙、web応募方法は
「ぐるり甲州市」
HPをご覧ください。
http://www.koshu-kankou.jp/

作品募集

曇りや雨の日は、撮影を諦めていませんか？ 悪天候だからこそ撮
れる写真があります。撮影会は雨天決行。雨のしずくが付いた花や、
自由

鉄道

たのがこのフォトコンテストです。入賞

人々に癒しを与えています。ふだん気づ

作品は主催者ホームページで発表、写真

かれることのない「都立公園・庭園」のい

雑誌
『フォトコンライフ』や『フォトライフ

ろんな姿をあなたの写真で伝えませんか。

四季』に掲載されます。スマホ写真や

「その魅力を再確認し、もっと多くの人に

2017年 8月31日
（木）

集中して楽しめる撮影会。集合から解散まで、どのように進むの
か、流れを追ってみましょう。
みんなで
楽しさ
を共 有

❶集合

❷撮影

WEBでの応募もできます。

庭園賞の対象庭園はこちら

浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、小石川後楽園、六義園、旧岩崎庭園、向島百花園、清澄庭園、
旧古河庭園、殿ヶ谷戸庭園

水元公園

❸次のポイントへ移動し撮影

公園・庭園で、
あな
たが見つけた風景
をお寄せください。

同じ場所を撮影していても、人によってモノの見方は
いろいろ。他の参加者の被写体の探し方も、参考にな
りますよ。

応募要項

赤塚公園

■応募テーマ

平嶋彰彦

②四季と水辺、イベント

集室長など歴任。共著に『昭和二十年東京地図』
、編著に

①私のお気に入り公園

③あの公園で、こんな発見

こんな生きもの・あんな樹

■審査員
板見浩史

フォトエディター。元
『日本フォトコンテスト』
（現フォト

コン）編集長。公益社団法人日本写真協会
（PSJ）顧問、
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部理事

撮影会の流れはこんな感じ

まずは、講師から撮影
会でまわる順 路の説
明があります。今回撮
るときにテーマにした
いことや、撮り方のレ
クチャーを受けて、い
ざ撮影へ出発。

知ってもらいたい」。そんな思いで生まれ

それぞれが、日々都会のオアシスとして

雨の町、雨上がりの道など、普段撮らない写真を撮ることができます。

締め切り

都立公園・庭園フォトコンテスト

④見つけた！

神社仏閣

第２回 東京都公園協会

魅力ある公園や庭園が数多くある東京。

写真家、編集者。毎日新聞社出版写真部長・ビジュアル編
『宮本常一 写真・日記集成』
など
■賞品・賞金

●グランプリ
［１作品］
賞金５万円、その他副賞
●特選賞
［５作品］
賞金１万円、その他副賞

●庭園賞
［９作品］
都立９庭園年間パスポート、
賞品１万円
相当の写真グッズ

講 師 からの 撮り
方の提案をヒント
に撮 影 意 欲がわ
きます

●入選 東京都公園協会オリジナルグッズ

ご応募、
お問い合わせはこちら
〒102-0075
東京都千代田区三番町1-5 B１
電話 03-3230-2610
一般社団法人
日本フォトコンテスト協会内
都立公園・庭園フォトコンテスト係
web 応募はこちら

同じ場所をみんなで撮影します。講師が
撮影した作例をお手本に、被写体の探
し方や撮り方などの説明があります。撮
影した写真に対して、講師から感想やア
ドバイスをもらえるので、それをふまえてじ
っくり撮影していきましょう。

講師
参 考 の作 例
も
にで
きま
す

❹講師がまとめ
を伝えて、解散
講 師から、本日のまとめ
があります。講師ならでは
の視点から気づきを教え
てもらえるので、今 後 の
撮 影の参 考になります。
おつかれさまでした！

http://www.tokyo-park.or.jp
どの地域でどんな撮影会があるかは、撮影イベントページをチェック P.27
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JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2016

腕だめし部門
記憶色が生み出す幻想的な世界

グランプリ

国内で数十万以上ともいわれる
「祭り」は四季を
通じて、いつもどこか で 行なわ れ ています。
JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト
2016に応募された作品からは、各地の人々の祭
りへの愛情と熱意が感じ取れます。

JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト２０１6

各地で今も息づく
祭りから伝わる愛情と熱意
腕自慢部門
人が織りなすドラマ性を描く

グランプリ

「夕暮れに輝く」
榑松貞美さん（愛知県）
撮影地：青森県五所川原市
①ソニーα6300、
②16mm＋VCL-ECF1

「鬼怖い」

撮影地：宮崎県高千穂町
①キヤノンEOS 5D MarkⅢ、②EF16-35mm F2.8L Ⅱ USM、③F4

長 吉秀さん（福岡県）

特選

「さぎ踊り」

「帰りは怖い」

久保田紀子さん（三重県）
撮影地：京都府京都市
①ソニーα65、
②DT18-270mm F3.5-6.3、
③F6.3
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特選

秋田和征さん（広島県）
撮影地：山形県鶴岡町
①キヤノンEOS 7D Mark II、
②EF-S18-200mm、
④1/4秒

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

「夕陽に舞う」
斎藤 徹さん（山形県）

撮影地：島根県出雲市
①ソニーα99、
②70-400mm、
③F11

撮影地：茨城県那珂市
①ソニーα77II、
②18-250mmF3.5-6.3、
④1/30秒

「主役参上」
石毛忠男さん（千葉県）

本コンテストの入賞作品展が開催されます→P.38
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JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2016

スマホ部門

おに まい

「鬼舞」

準特選

子どもの表情が臨場感を写し出す

中野英治さん（山口県）
撮影地：佐賀県神埼市

グランプリ

腕自慢部門

「火振り」
高群純一さん（福岡県）
撮影地：熊本県阿蘇市

「晴やかチャグチャグ馬コ」
鈴木 勲さん（宮城県）
撮影地：岩手県滝沢市

腕だめし部門

「まつりの前に」
宮本智子さん（熊本県）
撮影地：熊本県天草市
機種：Xperia Z4

「神楽～静」

特選

沼本直己さん（千葉県）
撮影地：千葉県船橋市

「清流に感謝」
戸倉 直さん（山口県）
撮影地：山口県下関市

「曲芸」
川端岳郎さん（東京都）
撮影地：埼玉県毛呂山町

スマホ部門

撮影地：大分県国見町
機種：Xperia Z5

「名勝負！
赤ちゃん泣き相撲」

撮影地：香川県高松市
機種：iPhone6s

後藤阿也さん（大分県）

「こんこちき
（獅子舞）、
こわいー！」
上原大和さん（香川県）

総評：伝統行事の中に、今現在という時代性を、意欲的に表現した作品が目立ちました
「祭りの日」
山田裕子さん（埼玉県）

「初サンフレ ゆかた祭り!!」

「父と息子」

川本裕美さん（広島県）

石山彰子さん（東京都）

撮影地：広島県広島市
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夏の撮影イベントが盛りだくさん→P.27

計算された構成と計算外の面白さ

神々しさと目出度さが画面いっぱい

新たな表現の可能性を切り拓く

審査委員：芳賀日向氏

審査委員：板見浩史氏

審査委員：平嶋彰彦氏

腕自慢部門は祭りを正面から捉えた作品、
腕だめし部門は一瞬のシャッターチャンス
による感動の場面、スマホ部門は距離感が
近く心温まる写真を評価しました。腕自慢
グランプリは計算した構成と、計算外だっ
た祖母と孫の面白さが表れました。

腕自慢グランプリは、絶妙な瞬間把握とス
トロボワークのおかげで、神々しさと目出
度さが画面いっぱいに溢れています。腕試
しグランプリは見事な遠近の構成と背景の
幻想的な夕焼けとの組み合わせが絶品。ス
マホグランプリには誰もが共感。

今年度は、いま現在という時代性を、意欲
的に表現した作品が目立った印象がありま
す。デジタルカメラが高性能化する一方、
それに呼応した巧緻で斬新な撮影技法や現
像技法が、アマチュア写真の世界にひろく
浸透しつつあることも感じました。

「JAPAN PHOTO」が2017年春・夏の写真を募集しています→P.44
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各地で行なわれた祭り
約２００点を一挙公開！

熊本県山鹿市／山鹿灯籠まつり

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。
「優美に舞う」川上和臣さん

祭 り 写 真 家・芳 賀日 向 氏 監 修
『祭 り を 撮る 』

「日本の祭 り」
フォトコン
JAPAN PHOTO

（旅 行 読売出版社）
が６月 末に発売。誌面では、

公開している。

テスト2016の入賞 作品 約200点を、
一挙

最 新の 撮 り 下 ろ し 写 真 で
撮 影 テ クニッ ク を 解 説

祭り写真を上手に撮るためのテクニックを

解説した巻頭特集「祭り写真のお手本帖９」。

監修の芳賀日向先生の撮り下ろし作品をお手

本に、９つのテーマに分けて、祭り写真の撮

影テクニックのコツとカンを解説します。長

年祭りを撮り続けてきた、芳賀氏ならではの

視点に注目です。

撮影テクニックだけではありません。プロ

日にユネスコの無形文

のツアーコンダクターによるおススメの祭り

月

1

撮影ツアーもご紹介。撮影だけでない、祭り

年

12

の楽しみ方がわかります。また、いま注目を

集める平成

化遺産に登録された、各地の「山・鉾・屋台

行事」も解説した盛りだくさんの１冊です。

『祭りを撮る』 旅行読売出版社より６
月末に発売。1,600円＋税。
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※画像はイメージです。
実際のデザインとは異なります。

JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト2017
作品募集
全国各地で行なわれる祭りを写真で表現して、本コンテスト
に応募してみませんか？ どなたでも応募できますので、あ
なたの力作をお待ちしております。
[募集期間]
2017年７月15日（土）～ 11月15日（水）

プリントだから伝わる祭りの迫力
JAPAN PHOTO「日本の祭り」フォトコンテスト 2016 の入賞作品展
が開催されます。会場と東京と大阪の２か所。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。
大分県佐伯市／木浦すみつけ祭り

[作品応募先]
お近くのカメラのキタムラ店舗へ直接お持ちください。お近く
にお店がない場合は、下記への郵送でもご応募いただけます。
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1 新横浜WNビル7F
(株)キタムラ内「日本の祭り」 フォトコンテスト2017
事務局（当日消印有効）
［お問い合わせ先］
お客さまなんでも相談室

◯2017年8月25日（金）～
８月31日（木）
富士フイルムフォトサロン東京

TEL.050-3116-8888

主
催： 一般社団法人 日本フォトコンテスト協会（JPO）
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

「やめちくりー逮捕するで～！」 深蔵正成さん

◯2017年9月８日（金）～
9月14日（木）
富士フイルムフォトサロン大阪
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解像度を落とさない、
最高級 NDフィルター

掘り出しものどっさりの
PCC賛助企業・団体のお得ニュース

楽しく学べる！プロが教える写真教室
「ニコンカレッジ」講座の受付開始

ケンコー ZX（ゼクロス）ND8、 ND16

ニコンカレッジの、7 月～ 9 月の講座の申込受付を 6 月 1 日から開始しまし

シャッタースピードを 3 段遅くする「ND8」、4 段遅くする「ND16」のライ

た。写真の基本を学ぶ初心者向けの講座から、スナップ・風景・ポートレ

ンナップが、ケンコー最高級シリーズの「ZX（ゼクロス）」として登場。独
自のフローティングフレームシステムでガラスが歪まず、高解像度を維持。
指紋や水滴が拭き取りやすい撥水・撥油加工、着脱しやすいドライルーブ
処理も施し、使い勝手も抜群です。
平 成 29 年 4 月 14 日 発 売。ND8、
ND16 とも 49mm サ イズ から 82mm
サイズまで 9 サイズを発売。メーカー希
望 小 売 価 格（ 税 別 ） は 7,200 円
（49mm）～ 16,900 円（82mm）

お か げ さ ま で
いつも
ありがと
うござい
ます

賛助企

業・団体
のみ
なさま

ートをはじめとするテーマ別の講座まで、多彩なラインナップからお選びい
ただけます。撮影実習やプロ写真家による講評・アドバイスなど、プロのノ
ウハウを直接学べるチャンスもあります。奮ってご参加いただき、
「自分らし

水辺で
撮影するとき
おすすめ

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

株式会社ケンコー・トキナー
お客様相談室
☎ 0120-775-818（9:15 ～ 17:30）
携帯・PHS・IP 電話からは
03-6840-3389
土日・祝日・年末年始定休
http://www.kenko-tokina.co.jp/

問

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

撮影：ニコンフォトコンサルタント 芳賀 健二
問

小林

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

雅大さん

夏の昼間に川の流れや滝を撮影するとき、ISO100、絞り F22 と想定
すると、晴れの日はシャッタースピードが 1/125 秒くらいになります。そ

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

こで、ND8 を使えば 1/15 秒に、さらに ND16 なら 1/8 秒のスロー

夏ならではの被写体をテーマにした、撮影実習つきの講座もご用意して

シャッターが可能になり、「流れ」を表現できます。もっとスローシャッ

います。渓谷や高原の風景、花火の撮影など、少しコツを学ぶだけでも、

ターにしたいときは、重ね使いもできますよ。

写真は大きく変わってきます。夏の撮影を存分に味わってください。

超望遠ズームの新しい選択肢、
「ライト・バズーカ」誕生

株式会社

株式会社ニコンイメージングジャパン ニコンカレッジ事務局
☎ 03-6718-3020
http://www.nikon-image.com/nikoncollege/
詳細につきましては、上記 HP をご参照ください

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

ひとりで悩まずに楽しめる、
デジタル写真の保存場所

100-400mmF5-6.3 DG OS HSM/
Contemporary

デジカメやスマホの写真・動画を、大容量のハードディスクに気軽に取り

従来のレンズよりも、ワンランク上のフルスペックな機能を搭載。コンパクト

込むと、瞬時に「おもいでばこ」が自動で整理。リビングのテレビやお手

なのに妥協のない画質で、直進ズームとしても使用可能です。また、望遠

元のスマホ・タブレットですぐお楽しみいただけるデジタルフォト・アルバム

マクロとしても使用できます。簡易防塵・防滴機能を採用しているので、屋

です。パソコンやクラウドなど、いまやデジタル写真の保存方法はいろいろ

外の撮影にもぜひ。マウント交換サービスやマウントコンバータ MC-11 に

ありますが、「おもいでばこ」が得意なのは、簡単に皆さんで囲んで写真を

も対応しています。

ご覧いただけること。自慢の写真を、大勢であれこれと味わえます。

株式会社

PCC
賛助企業・団体の

日本旅行
バッファロー
株式会社 ビクセン
株式会社 ファースト
株式会社 ファミリーマート
株式会社 フューチャー・デザイン・ラボ
株式会社 フランチャイズアドバンテージ
株式会社 フレームマン
株式会社 プレジデント社
株式会社 ホリプロ
株式会社 マイナビサポート
株式会社 旅行読売出版社
ARTROOM 出版
Datacolor 社
オリンパス株式会社
加賀ソルネット株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
クラブツーリズム株式会社
コクヨ株式会社
小松印刷株式会社
スターツコーポレートサービス株式会社
スリープログループ株式会社
セコム株式会社
綜合警備保障株式会社
ソニーマーケティング株式会社
千葉テレビ放送株式会社
トーリ・ハン株式会社
株式会社

賛助企業
DNP フォトイメージングジャパン
PFU
T ポイント・ジャパン
浅沼商会
アビバ
アマナ
アルファパーチェス
市川ソフトラボラトリー
インプレス
岡村製作所
学研パブリッシング『CAPA』
ケンコー・トキナー
サティスファクトリーインターナショナル
シグマ
シャレー志賀
新東通信
スーパーホテル
ゼネラルカメラサービス
タムロン
ニコンイメージングジャパン
ニッポン放送
日本カメラ社
日本写真企画『フォトコン』

「第 10 回 タムロン鉄道風景コンテスト」
「第 14 回 タムロン・マクロレンズ フォトコンテスト」

問

株式会社シグマ
☎ 0120-9977-88
※携帯電話からは 044-989-7436

中判ミラーレスデジタルカメラ『GFX 50S』
5140 万 画 素 の 中 判 セン サ ー を 搭 載 し た GFX 50S。 標 準 レ ン ズ
常識を覆しました。富士フイルムが誇る「フィルムシミュレーション」による色

します。皆様のご応募を心

再現がお楽しみいただけます。ボディ上部には、サブ液晶モニターを搭載し、

よりお待ちしております。
「第

カメラを上面や前面側から見た場合でも露出設定等が確認できます。

タムロン鉄 道 風 景

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ
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タムロ

女性でも
持ちやすい
軽さ！

「第９回 タムロン鉄道風景コンテスト」
一般の部 大賞

ン・マクロレンズ フォトコ
ンテスト」は “ ネイチャーの
部 ” と “ ノンジャンルの部 ”
のテーマ別に２つの部門を

問

株式会社バッファロー
https://omoidebako.jp

ご用意しています。

70-300mm クラスの小ささ、軽さ、コストパフォーマンスの高さを誇り

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ
夏はレジャーの季節。さまざまなお出かけ先や、道端で見つけた夏を写

運動会、スポーツ写真、モータースポーツ、航空写真などで威力を発

真におさめて、皆さんでお楽しみください。移動中の様子を動画に撮っ

揮します。

ておけば、道中の思い出話にも彩りが出ますよ。

稲垣 幸さん
問

富士フイルムＦ
ｉ
ｎｅｐ
ｉ
ｘ
サポートセンター
☎ 050-3786-1060

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

根本 将幸さん

つつ、400mm の望遠域まで撮影可能な超望遠ズームを開発しました。

協力団体業
国際文化カレッジ
公益社団法人 日本写真家協会
公益社団法人 日本写真協会
公益財団法人 日本野鳥の会
一般財団法人 休暇村協会
一般社団法人 日本写真文化協会
一般財団法人 年金受給者等健診事業支援協会
日本旅行写真家協会
NPO 法人 日本上流文化圏研究所
公益財団法人

GF63mmF2.8 との組み合わせで約 1230g と軽く、今までの中判カメラの

の年齢別の２部門を設けて

2017 年 4 月 21 日発売
希望小売価格 105,000 円

賛助団体
秋山庄太郎写真芸術館
公益社団法人 日本広告写真家協会
一般社団法人 TOKYO INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY
一般財団法人 ネイチャーズ
ベストフォトグラフィージャパン

つのフォトコンテストを開催

います。「第 14 回

誰でも
使えます

日研テクノ株式会社
日刊スポーツ新聞社
日経ナショナル ジオグラフィック社
ニッシンジャパン株式会社
日本テレネット株式会社
ハクバ写真産業株式会社
パナソニック コンシューマー
マーケティング株式会社
フォトアドバイス株式会社
富士急行株式会社
富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
ベルボン株式会社
マイクロソフト株式会社
マンフロット株式会社
リコーイメージング株式会社

１ｋｇを切る小型軽量ボディで
優れた機動性を発揮

高校生の部 ”と“ 一般の部 ”

※ 18 ページの記事も
あせてご覧ください。

タ

今年も、タムロン主催の２

10 回

オープン価格

ネ

株式会社

コンテスト」 は “ 小・中・

容量：2TB、1TB

旬 情 報発信所

（五十音順・2017年6月1日現在）

タムロン主催の２つの
フォトコンテスト作品募集中！

「おもいでばこ」PD-1000S シリーズ

と っ て お き が そ ろ い ま し た

NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部は
たくさんの賛助企業・団体のご支援を受けて
写真文化の普及に寄与しています

特別賛助企業
カメラのキタムラ＆スタジオマリオ

い写真」をもっと楽しみましょう

9年 目

「第１３回 タムロン・マクロレンズ
株式会社スリィティ内
フォトコンテスト」グランプリ
「タムロン・フォトコンテスト」事務局
☎ ：03-5202-2580
受付時間：10:00 ～ 17:00（土・日・祝日をのぞく）
FAX：03-5202-2590

問

2017 年 2月28日発売

新機能の「カラークロームエフェクト」を使用することで、陰影のある
色鮮やかな花のように彩度が高く階調再現が難しいと言われる被写体
でも、深みのある色と階調の再現ができます。ぜひ GFX 50S で、これ
までとは違う鮮やかな初夏の撮影をお楽しみください。
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銀座で写真展を。
作品を発表するチャンスです

もしもの時は安全の
プロが駆けつけます

プロ講師２名が同行
自然とのふれあい写真教室

フレームマン . ギンザ . サロン
スペシャルパッケージプラン

セコム・ホームセキュリティ
24 時間・365日休みなく事務所とご自宅を守り、

幻想的な光景が話題の濃溝の
滝と養老渓谷の紅葉を撮る

大きなレンズを装着した一眼レフを、首や

写真のみご用意下さい。ギャラリー使用料、レン

万一の場合には、独自の訓練を受けたビートエ

初心者からベテランまでご参加いただけます。ツ

肩からぶら下げて長時間歩くと、カメラの

タルフレーム・額装費用、展示・撤去…下記の

ンジニア（緊急対処員）がお客様宅に急行し、

アーでは、関東で一番遅くに楽しめる紅葉と、Ｓ

重みと振動で身体への負担は相当なもの

お手軽価格にて

適切に対応するサービス。それが「セコム・ホ

ＮＳで話題の濃溝の滝で撮影します。映画のワン

に。GW-ADVANCE カメラホルスターライ

写真展を開催で

ームセキュリティ」です。

シーンのような幻想的な風景をお楽しみ下さい。

トを装着し、カメラを身体に固定すること

日本旅行写真家協会のプロ講師が２名同行する

で、移動中の首への負担が大幅に減りま

きます。

ので、撮影テクニックを磨くことができます。

カメラを身体にしっかりホールド！
身体への負担を軽減
GW-ADVANCE カメラホルスターライト

※会期中は無休 10 ～ 19：00 まで
■会場：中央区銀座 5-1 銀座ファイブ２Ｆ
■アクセス：東京メトロ丸の内線「銀座」駅 Ｃ１ 出口すぐ
問

独自のＡＦ技術を搭載したことで、どんなシーンでも滑らかで素早いピント合
わせが可能になりました。夜景や室内などの暗い場所でも、ノイズを抑え
た高画質な撮影ができます。本格的な撮影へステップアップしたい方にお
すすめです！

す。また、ホールド部分が簡単に開閉す
せん。

カメラが
揺れず
疲れません

■ミニギャラリー／半切 orA-3 15 点まで 30,000 円
（税込）
■展示期間：金曜日 12:00 ～木曜日 17：00 まで

キヤノン ミラーレスカメラ EOS M6

るのでとっさのシャッターチャンスも逃しま

銀座で個展・グルー
プ展をしてみましょう

■ギャラリーⅡ／半切 orA-3 30 点まで 150,000 円
（税込）

優れたデザインと高性能がひとつに

セコム・ホームセキュリティの詳しい内容はホームページ
をご覧ください。
http://www.secom.co.jp/homesecurity/
問

（株）フレームマン
☎ 営業本部 03-5638-2211（代）
http://frameman.co.jp/

セコム株式会社 池田 裕道
☎ 090-3623-9242
https://hirom-ikeda@secom.co.jp

幻想的な光景が話題の濃溝の滝

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

セコムのホームコントローラーには、カメラが
内蔵されている機種もあり、お客様の大事な

インテリアにしませんか。

データの撮影・保管ができる機能があります。

問

谷口 宏司さん
■期間：2017 年 11 月 27 日 ( 月 ) ～２泊３日
■集合：11 月 27 日 15:00 休暇村館山
■解散：11 月 29 日 11:00 頃 休暇村館山
■料金：２泊３日 35,000 円 ( 税込 )
１名１室料金は 1080 円増
※最少催行人数 15 名 定員 25 名

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

夏の思い出を、オリジナル作品・オリジナル

粟又の滝
（大多喜観光協会・提供）

ダークグレー・ブラック 2 色
メーカー希望小売価格 ￥4,700

問

休暇村館山
☎ 0470-29-0211

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

ハクバ写真産業株式会社
受注センター
☎ 0568-85-0898
http://www.hakubaphoto.co.jp

シルバー・ブラック ２色

問

旅行や海水浴など
楽しいイベントの
お供に！

キヤノンお客様相談センター
☎ 050-555-90002

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

良い風景写真を撮影しようとすると、長時間歩くこともしばしば。この

キリトリ

GW-ADVANCE カメラホルスターライトを使えば、一日撮影しながら歩

専用アプリ「Camera Connect」をダウンロードすれば、Bluetooth
や WiFi 接続でスマートフォンとの連携が可能。夏の思い出を、高画質

でしょう。ぜひ、お試しください。

のままＳＮＳへ投稿して楽しんでみませんか？

旬 情 報発信所
ネ

タ

老後の暮らしに
安全と安心を

ウルトラセブン
放送開始50年

充実した調整機能と快適な操作性を
実現した最新版 RAW 現像ソフト

コンパクトカーボン
三脚登場！

ライフサポートレジデンスゆらら篠崎

T カード（ウルトラマンデザイン）

SILKYPIX Developer Studio Pro8

UTC-63

スターツケアサービスでは、東京都を中心に高

昨年、ウルトラマンが放送開始 50 年を迎え、

SILKYPIX は、日本製の RAW 現像ソフト

人気の高伸縮比三脚「UT シ

齢者向け賃貸住宅「ゆらら」を展開しています。

本年は、ウルトラセブンも放送開始 50 年を迎

で独自開発の現像エンジンによって正確な

リーズ」にカーボンパイプ使

その中でもゆらら篠崎は都心から電車で約 30

えました。人気のウルトラマン・ウルトラセブンが、

色再現、高階調、高解像度、低ノイズを

用モデルが登場です。独特な

フジフイルム FinePix サポートセンター

分、駅から 7 分の立地で、自由で安全な生活が

墨絵師とコラボした限定デザインのカードです。

実現しています。汎用 RAW 現像ソフトとし

脚ロックシステムでコンパクト

できる高齢者住宅です。365 日の有人の安否確

現在、発行受付中なので、この機会にぜひお申

て、620 種 類 以 上 のデジタルカメラの

にたたむことができ、撮影時

リコーイメージング お客様相談センター

認、夜間緊急通報システム、介護が必要になっ

込みください！

RAW データに対 応しています。JPEG や

は目線の高さまで伸ばすこと

ても併設の介護サービスが利用できます。自宅で

TIFF 形式のファイルでも、高画質な調整

が可能。カーボンパイプを使

の生活に不安を感じている方、遠方からご両親

が可能です。下記サイトに全ての機能が試

用することで、より重量のあ

を呼び寄せたい方には最適な賃貸住宅です。

用できる ” 体験版 ” をご用意しているので、

各社のお客様相談窓口
キャノンお客様相談センター

コンパクトデジカメ

☎ 050-555-90005

デジタル一眼・交換レンズ

☎ 050-555-90002
ニコン カスタマーサポートセンター

☎ 0570-02-8000

☎ 050-3786-1060
☎ 0570-001313

オリンパス カスタマーサポートセンター

☎ 0570-073-000

皆さまのお 写 真で ぜひお 試しください。

リコー お客様相談センター

https://silkypix.isl.co.jp/download/

☎ 0120-892-111

ソニー お客様ご相談センター

問

総合窓口 ☎ 0120-000-488

パナソニック LUMIX・ムービーご相談窓口

☎ 0120-878-638

キタムラグループ お客さまなんでも相談室

☎ 050-3116-8888

※受付日時はそれぞれ異なります。
詳しくは各社ホームページをご確認ください。
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和美さん

き回った日の夕方でも、いつもより疲れを感じていないことに気付くこと

PCC
賛助企業・団体の

知っ得！

大屋

万一のときのサービスも充実しています
問

スターツケアサービス株式会社
ライフサポートレジデンス ゆらら篠崎
☎ 03-3677-5674
http://www.starts.co.jp/
s-careservice/yurara/shinozaki/

© 円谷プロ
550 円（税込）
※別途カード発送料として 300 円（税抜）がかかります。
発行期間：2017 年 7 月 21 日（金）まで
申込み先：http://fan.tsite.jp/tcard/um/

問

T カードサポートセンター
☎ 0570-029294

設計部 副主任技師
宮崎 心さん

る本格的な撮影機材にも対
６月中旬発売予定 パッケージ版：
希望小売価格 34,020 円（税込）

株式会社 市川ソフトラボラトリー
SILKYPIX 事業部 営業課
☎ 043-296-8075
http://www.SILKYPIX.com

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

カーボンパイプ採用に
より、ねじれ強度が
13％アップしています

ぜひ
試してみて
ください
西巻

敏さん

応できるようになりました。

問

ベルボン株式会社
☎ 03-5327-6133
http://www.velbon.com/
jp/index.html

希望小売価格：66,000 円（税抜）

RAW データは色や明るさの補正幅が大きく、JPEG よりも高画質に画

夏 に撮影を楽しむとっておきネタ

像の調整ができます。例えば、花火の撮影で「構図は良かったのに花

荷物を小さくしたいけど、撮影もしっかりしたい……。そんな欲張りな

火が白とびしてしまった」という場合でも、RAW で撮影することで高画

方にピッタリな三脚です。一眼レフ + 望遠レンズでも支えられます。外

質を保ったまま、白とびの緩和や色の調整ができます。

出する用事が増えるこの季節、三脚を持ってどんどん撮影してください！
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風景・絶景
部門

桜のある風景・夜景 など

水のある風景・花火 など

花・植物コース

里山・ふるさと など

自然コース

ペット＆動物コース

ネイチャー
生き物
部門

3 月 24 日 ( 金 )
バッファロー社 新製品発表会にて
おもいでばこの新製品発表会が二子玉川の特別会場で行われ
ました。左からＰＣＣ松尾、バッファローの根本将幸さん、ＰＣ
Ｃ若林。

4 月 19 日 ( 水 )
山梨県甲州市の地元テレビに PCC のだまゆが出演
フォトコンテスト開催に当たり、旬の桃の花の撮り方を解説し
ました。写真中央は甲州市観光交流課の有賀博さん。P29
の募集案内もご覧ください。

PCC 事務局のあの人はこんな人
佐竹真緒（事務所前にて）
今年４月にＰＣＣ事務局に加わった新人で、まだまだ勉強中。
でも飲み込みが早く、物怖じしないのでどんどん吸収して、早
く皆さまのお役に立てるよう頑張っています。

春の植物・夏の植物 など

昆虫・野鳥・水中の生き物 など

こども＆家族コース

自慢のペット・動物園 など

人コース

自由コース

日常・自由

「教わっちゃう写真展」
デジタルカメラの設定、PL フィルター効果など、誰もが知りた
がる基本から、今人気上昇中の「比較〈明〉」
「深度合成」
「パ
ノラマ」「光芒表現」「HDR」まで、画像を理解できる展示と
解説をします。「21 世紀の瞬間」などのレア写真から、こだ
わりの視点で「感動発見！」の作品まで、写真好きにはたまら
ない展示です。予約不要・無料で、作者と話ができる企画も
あります。

部門

皆さんの作品をお待ちしています

こどもの成長・赤ちゃん など

※当

応募方法

昨年のこの選評は
『フォトコンライフ
No.69、70』で
掲載されています。

プリントの場合：写真サイズ［はがきサイズ、2L サイズ］

写真の裏に必要事項
（※）
を貼付けてご応募ください。

本文に必要事項を記入の上、ご送信ください。
※必要事項

ちょっと
覗き見！

背景とフレーミングが上手です。大きな帽子
が子どもの小ささを強調して、
小さな体全体で
真剣に砂を掘っている姿に、子どもらしさがよ
く出ています。審査員：沼田早苗先生

①氏名 ( フリガナ ) ②〒住所③電話番号④希望のコ

【ご応募】

応募用紙はカメラのキタムラの店頭・
ホームページにございます。必要事
項を記入の上作品の裏側に貼付けて、
お近くの店舗にお持ちください。

少しでも大きく
プリントする

フォトコンテストで入賞する

ためのテクニックをご紹介。そ

れは、
大きくプリントすること。

大きい作品だと、審査員は詳し

く作品を鑑賞することができま

す。たとえいい写真だったとし

ても、小さいプリントでは写真

人何点でも応募できる

1

2016年春夏 腕だめしコース こども&赤ちゃん
部門グランプリ「初めての海、初めての砂浜」

の良さが伝わらないことがあり

ま す。

※掲載可否は誌面での発表となりますのでご了承ください。
また、PCC ブログに掲載させていただく場合があります。

ので、自信があるものは大きくプ

Eメール satsuei@npopcc.jp

リントして応募してみましょう。

東京都千代田区三番町 1-5 B1

03-3230-2605

入選する確率が高まります。

〒 102-0075

作品は雑誌に掲載
自信作をお披露目できる

フォトカルチャー倶楽部

今回の入賞作品は来年発刊の

NPO 法人

「フォトライフ四季掲載希望」係

74

）
で紹介されます。プ

送り先
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写真雑誌『フォトコンライフ』

102 号
（9 月発行）
掲載分は 6 月30日
（金）
まで（テーマ：秋）
103 号
（12 月発行）
掲載分は 9 月29日
（金）
まで（テーマ：冬）

（№ ・

⑦ひとことコメント ( 撮影の工夫やエピソードなど )

ロの写真家の選評も一緒に掲載

ーナー ( 表紙、P1、P6 ～ 7) ⑤タイトル⑥撮影地

各午後 3 時より

●開催者プロフィール
光川 十洋（みつかわ とうよう）
日本大学芸術学部写真学科卒。出版社で創作分野を歴任。
現在、クラブツーリズム、カルチャーセンター、写真団体の写
真講師
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メールのタイトルに「フォトライフ四季掲載希望」
、

されます。自分の作品にどんな

27 日 ( 火 )

[ ご応募・お問い合わせ ]

データの場合：写真サイズ

コメントがもらえたのかは、読

●ギャラリートーク
６月 24 日 ( 土 ) 25 日 ( 日 )

5日 効
7月1
有
日消印

スナップ・乗り物 など

PCC 会員のみなさんでつくる『フォトライフ四季』に、

んでからのお楽しみです。

●場所
銀座 フレームマン . ギンザ . サロン ギャラリーⅡ
東京都中央区銀座５－１銀座ファイブ２階

切

年
2017 土

お気に入りの写真を応募してください。

［2MB 前後（350dpi で 10cm × 15cm 程度）
］

●開催期間
2017 年６月 23 日（金）～６月 29 日（木）会期中無休
午前 10 時～午後７時（初日 12 時から、最終日午後５時まで）

スポーツ・ポートレート など

応募〆

自分にぴったりの部門はどれ？
得意ジャンルでコンテストに挑戦

こころの風景コース

2017

「JAPAN PHOTO」は、応募総数が約３万点の
全国最大規模のフォトコンテスト。
９つあるコースから、あなたの得意ジャンルを見つけてください。
賞金・賞品総額は、300万円以上です。

部門とコースを
変えてリニュー ア ル

「フォトコンテストに応募した

いけど、自分に合ったコースが

何なのか、今ひとつわからない」。

J
A
P
A
N
P
H

そんな悩みを抱いたことはあり

ま せ ん か？ 「

O
T
O

」は、２０ １７春夏回か

ら３部門９コースにリニューア

夏の風景コース

ル。自分に合ったコースに応募

3

しやすくなりました。

また、 つの部門では、それ

ぞれ第一線で活躍する写真家が

審査員を務めます。プロの写真

家の意見も聞きたい人も、作品

春の風景コース

の質を高め、もっと上を目指し

たい人も、作品づくりのヒント

が欲しい人も、初めてコンテス

PCC 多事多忙録

P C C

J
A
P
A
N
P
H
O

トに挑戦する人も、ぜひご応募

老 人 力 ＋ 女 子 力

会員の皆さまからいただいた会費はＰＣＣの活動を通して
上記のような目的で大切に使われています

く だ さ い。「

フォトカルチャー倶楽部（PCC）では「みんなで新しい写真体験を！」をスローガンに
掲 げ、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。情 報 誌や写 真 教 室で学び、イベントで出 会 い、写 真 展や誌 面 上で見 せ
ることができます。
またさまざまな特典も受けられます。 プレミアム会員なら、撮影情報誌『フォトコン
ライフ』の年間購読がついて、とってもお得。P47をご覧ください。
皆さまのご入会をお待ちしております。

T
O

」は、応募者全員にチャンス

フォトカルチャー倶楽部とは

があります。あなたの可能性を

試してみませんか？

NPO法人

全国の店舗は カメラのキタムラ

検索

お近くに店舗がない場合は下記へ
ご郵送ください。
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1
新横浜WNビル7F
株式会社キタムラ内
「JAPAN PHOTO 2017
春夏フォトコンテスト」
事務局
【お問い合わせ】

カメラのキタムラ
お客さまなんでも相談室

☎ 050-3116-8888
カメラのキタムラHP
http://www.kitamura.jp

応募用
紙は
コレ！

※審査結果に関するお問い合わせにはお答え
いたしかねます
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1

5

全国の撮影会、イベントに参加できる

特典その

情報誌『フォトライフ四季』プレゼント

6

PCC では全国で撮影会やイベントを開催中。一般の方も参加でき
る上、PCC 会員ならもっとお得に。詳しいイベント情報は PCC ホ
ームページにアクセスするか、P.27 参照

作品発表の場、交流の場、情報満載の『フォトライフ四季』を年
４回ご自宅にお届けします

10

6

特典その

著名写真家の個別講評レッスンも

講評してくださる写真家は、
丹地敏明先生、沼田早苗
先 生、 福 田 健 太 郎 先 生、
秦 達夫先生、田邊和宜先
生、山本 学先生。全国ど
こからでも 7,000 円（税込）
でプリント 3 枚まで添削して
くれます

2

特典その

プリント商品・フィルムの10％割引
PCC 会員証のご提示で、全国カメラのキタムラでのプリント商品が
店頭価格より 10％割引になります

写真コンテストの審査を
している丹地敏明先生

＊他の割引との併用は不可
＊店頭でお支払いされる場合のみ適用
＊ｅフォトブック、アトリエフォトブック、デザイナーズフォトブックの
デザイン料金は割引対象外

特集 水の色お手本帖
今年のテーマは「色」。夏の被写体の撮影テクニックを、色という視点からご紹介します。

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なります

青空がより強調された作品づく

L

花のほかにフレーミングされて

いるものの重要性を教えてもら

いました。

自然に包まれながら花撮影を楽しむ

今回の『フォトコンライフ』Ｄ

りをしていました。
「Ｐ フィル

ターの効果がよくわからないと

ＶＤに登場するのは、写真家の

岡本洋子さん。夏の花撮影のテ

ほかにもＤＶＤでは花撮影に

人気のマクロレンズや、中間リ

ング
（接写リング）
を使った撮影

を紹介。そんな中、岡本さんは

「自然や花のすばらしさに感動し

て撮ること」
と笑顔で答えてくれ

●『フォトライフ四季』や『フォトコ
ンライフ』で自分の知らない写
真の知識が増えた。

岡本洋子（おかもと • ようこ）

日本写真芸術専門学校卒業。在学
中より写真家藤井秀樹氏に師事し、
2001 年より秋山庄太郎氏に師事。
現在は、花や植物、風景をメイン
に撮影。女子美術大学非常勤講師、
日本写真協会会員（PSJ)。

続いては、ひまわりをよりア

●『フォトライフ四季』に自分の写
真が載って嬉しかった。

ました。詳しくはぜひ
『フォトコ

●自分の写真を他の人に見せる機
会が増えた。それによって写真
も少し上達した気がする。

ップで撮影。主役選びは、「花が

会員の声

ンライフ』
をご覧ください。

＊手数料不要

カメラのキタムラ店頭で

必要書類をご請求ください

口座自動振替払いで

＊手数料不要
＊毎年の更新手続き不要

ご入会後の住所の変更は電話でお知らせください

ウェブでお手続きが可能です
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クレジットカード払いで

フォトカルチャー倶楽部

ウェブでお手続きが可能です

blog http://blog.canpan.info/npopcc/

コンビニ振り込みで

http://www.npopcc.jp

必要書類をご請求ください

03-3230-2605

受付時間 10：00 ～ 18：00（土日祝は除く）

または

〒102-0075
東京都千代田区三番町1-5 B1

必要書類をご請求ください

フォトカルチャー倶楽部 事務局

郵便局振り込みで

特定非営利活動法人

お申し込みは

フォトカルチャー倶楽部へのご入会・お問い合わせ先

傷んでいないものを」
とカメラに

※入会時期により、お届けする号が変わります

向かって正面を向いているもの

気になる撮影地の情報を
探してみてください

を選びました。ここで重要なの

PCC 会 員 限 定 の
「Facebook PCC
全国交流グループ」
では、全国撮影地
の最新情報を確認
できます

が、
主役の背景選び。
「花撮影で

フェイスブックで旬な
撮影地情報GET

は、背景も一緒に選んでセット

※画像はイメージです。
実際のデザインとは異なります

します。どんな背景が来るのか

4

見て学べる
DVDつき

によって作品が変わります」
との

※詳しいご利用方法はＰＣＣホームページをご覧ください

ひまわりやダリアなどを撮影。
夏の花のを魅力的に見せる方法とは一体？

ことで、主役のピントが合った

双葉社刊の季刊誌、本体 1,340
円＋税を年間 4 冊ご自宅にお届
けします

５千円もしくは１万円キャッシュバック などなど

L

クニックを教えてもらいました。 いう場合は、レンズに付ける前

● ALSOK 綜合警備保障のホームセキュリティご契約時、

に、自分の目の前で持ってまわ

撮影情報誌
『フォトコンライフ』年間購読

●休暇村本館宿泊費・キャンプ場サイト利用料が 10％ OFF

特典その

7

特典その

（他の割引との併用は不可）

青空のもとでひまわり畑と富

着物レンタルのお買上げ合計金額より 10％ OFF

2,500円で手に入って断然お得

してみて効果を見てみるのが一

賛助会員の特典利用

士山を被写体に選び、撮影を開

+

▲クリスタル
プリント各種

番」
と撮影時のアドバイスも語っ

●記念日スタジオ「スタジオマリオ」での撮影料、お写真代、

3

▲デジカメプリント/
銀塩プリント各種

始。ひまわり畑に向かって順光

特典その

プレミアム会員になると
特典1～6に加えて特典7も!!

▲フォトブック各種

てくれました。

4,000 円

使用してみましょう」
と提案し、

年会費

だったため、「Ｐ フィルターを

PCCプレミアム会員は

プレミアム会員なら、撮影テクニック満載の雑誌がお手元に

特典その

著名な写真家の撮影術が１冊にギュッ

円

『フォトコンライフ』
を年４回お届け

1500

PCC会員は年会費

『フォトコンライフ』は、日本フォトコンテスト協会（ＪＰＯ）
監修の写真雑誌（双葉社発行）です。
最新号（ 月 日発刊）の中身を少しだけ覗いてみましょう。

会員特典

付属 DVD 夏号

写真家・岡本洋子さんに密着

「プロはこう撮る 夏編」
フィルターやリングを効果的に使って撮影する方法を岡
本さんが教えてくれます。
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