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.2― ――― Facebook
「PCC―全国交流グループ」
―
メンバー
（PCC会員限定）
P.11― ―― マルミ
―
「CREATION―VARI―ND2.5-ND500」
―
会員限定プレゼント
P.25― ―― PCCの撮影イベント
P.33― ――「東京証券取引所と大阪取引所のある風景」
―
ＪＰＸフォトコンテスト―
P.44― ――「日本の祭り」フォトコンテスト2018

上の写真

「降りそそぐオレンジ色のシャワー」

表紙の写真

「石畳の秋」

木下裕也さん（静岡県）

荒木芳充さん（岡山県）

いつものお散歩道で段々と色付いてき
た紅葉。夕方に斜めに入るタイミング
の光を待って、色とりどりのオレンジ
色を表現できるように撮影しました。

紅葉の撮影で毎年訪れるお寺です。散
ったばかりの紅葉がきれいで、立った
りしゃがんだりカメラを地面に置いた
りして撮影しました。

① キ ヤノ ン EOS 5D MarkⅢ、 ② キ ヤノ ン
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM、③1/640秒、
④ISO800、⑧静岡県浜松市、⑨2012.12.1

①ペンタックス K-1、②ペンタックス D-FA 2470mmF2.8、③F5.6、④1/400秒、⑤ISO400、
⑧岡山県総社市井山：宝福寺、⑨2016.11.17

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

「PCC 全国交流グループ」
より
フォトカルチャー倶楽部（PCC）は
Facebookにグループを作り、会員
のみなさまの交流の場をご提供して
います。毎日多くの方が自分の写真
を投稿し、地域や年齢の枠を超えて
コミュニケーションをとっています。
写真を軸に全国の会員さまが出会い、
情報を交換し、楽しく交流するコミ
ュニティです。

PCC会員 安田正英さん

「メタセコイアの森にて憩う」
以前にも何度か撮影したことのある公園ですが
紅葉のメタセコイアを撮りたくて訪問しました。
予想通りの紅葉と夕陽に恵まれた木漏れ日の中
にテーブルを囲んで楽しんでいる二人の学生さ
んがいましたので絶好のチャンスと思い急いで
撮影し、撮影位置を変えながら二人を中央に配
置した写真を選びました。

安田正英

（やすだ・まさひで）
自分のカメラを手にして60年。フィルム35mm、6×7
判、4×5判、そしてデジタルカメラに乗り換えて13年に
なりました。被写体のジャンルは、自然の風景と花がメ
インです。ほか、歴史的建造物や近代建築物や街の風景
も撮影しています。

①ニコン D750、②タムロン SP AF 10-24mm、③F9、④1/60秒、⑤ISO640、
⑧東京都葛飾区：水元公園、⑨2017.12.6

PCCの仲間同士で“いいね！”
「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」
に参加されている方の
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
「グループに参加」
をク
リック。
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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

米国ワイオミング州西部、グ
ランド・ティートン国立公園。
深い秋の色に染まった黄葉が、
鏡のように水面に反射するス
ネーク川のほとりに一匹のコ
ヨーテが現れた。まるで絵画
のような、美しく幻想的な光
景をとらえた一枚。

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2018年８月号
http://www.nationalgeographic.jp

JODI COBB/National Geographic Creative
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秋の自然をフォトインストラクターと一緒に撮影しませんか？→p.25〜32
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PCC 全国交流グループ

応募者に学ぶ秋

応募作の力
秋の気配
色とりどりの紅葉に囲まれながら、穏やかな顔をみせる観音像、夕焼けにう
かびあがる彼 岸 花のシルエット。紅 葉や夕日の赤 色は、私たちに様々な感
情をもたらします。今回選んだのは、そんな秋 独 特の暖かさや 哀 愁を感じ
させる２枚です。

「 色 付 秋のご利益」
西野 稔さん（愛知県）

「追憶」
西田省吾さん（埼玉県）
厚い雲が覆っていて、夕日は無理だと諦めそうになっていまし
たが、最後まで粘っていました。運よく一瞬だけ、雲の切れ目
から太陽が出てくれたので、逃さずその瞬間を撮りました。

長野県大町市にある「霊松寺」で紅葉も鮮やかに色付
いている中、ご利益を感じながら、赤、黄、緑に囲ま
れる観音様の顔が隠れないようにカメラの位置を調整
して、顔に焦点を合わせて撮影しました。
①オリンパスE-M1 Mark II、②40-150mm、③F4.0、
④1/60秒、⑤ISO400、⑥PL、⑧長野県大町市：霊松寺、
⑨2017.10.28

①ソニー α900、②コニカミノルタ AFアポテレズーム100-400mm、
③F8、④1/1250秒、⑤ISO3200、⑦三脚あり、⑧埼玉県日高市巾着田、
⑨2017.9.20
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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、⑦三脚あり、⑧撮影地、⑨撮影日
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紅葉の前後のボケを活かす

2

紅葉と緑のグラデーションを背景とし、木漏れ日をスポットライトのように入れています。+1.3段の露出補正で明るい雰囲気に仕上げました。
①ニコン D600、②タムロン SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1、③開放（絞り優先オート）、④1/400秒、⑤＋1.3

物語をイメージする

ココが
ポイント

少し動いて紅葉の背景を探す

3

1

紅葉の背景を何にするかは、

その写真を
「どう撮りたいか」
に

よって決まります。暖かい雰囲

気を出したい場合は、背景をオ

レンジのカエデのボケで埋め尽

くします。また、紅葉の鮮やか

さを際立たせたい場合は、日陰

や樹の幹などの暗い場所を背景

に選びます。

爽やかなイメージに仕上げた

いなら、日の当たる緑葉や木漏

れ日のキラキラした丸ボケを背

落ちていく途中で蜘蛛の糸に

景に取り入れます。丸ボケの大

頭上に広がる鮮やかな紅葉を

引っかかってしまった紅葉、地

きさや柔らかさは、光の強さや、

目にすると、ついつい広く撮り

面に落ちた枯れ葉や、樹の幹に

被写体と背景との距離によって

たくなるものです。でも広い風

張り付いた落ち葉、二つ並んだ

変わるので、立ち位置や高さ、

景だけでなく、目の前にある小

カエデなど、小さな虫になった

被写体までの距離をいろいろ変

さな風景にも少し目を向けてみ

気持ちで周囲をよく見渡して、

えて撮って調整してください。

てください。あちらこちらに印

このとき、できるだけシンプ

物語を探してみてください。

きますよ。そんな紅葉をモチー

ルな背景で、葉っぱが密集して

象的な紅葉を見つけることがで

フにしてストーリーを演出する

いない場所の紅葉を選ぶと、よ

國政 寛さんと撮影しながら学べる講座は→P.30

と、グッと素敵な写真になるん
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り印象的な作品に仕上がります。

バイバイと手を降りながら落
ちていくようなイメージで。
-0.3段の露出補正で暗めの露
出とし、寂しさを演出していま
す。暖色の丸ボケが落ち葉を
優しく迎えているようでした。
①ニコン D600、②タムロン
SP AF 180mm F/3.5 Di
LD [IF] MACRO 1:1、
③開放
（絞り優先オート）
、④1/200
秒、⑤−0.3

です。

二人仲良く手をつないだモミ
ジ。照れているのか頬がポッ
と赤くなっています。背景を
暖色でまとめて暖かな雰囲気
を出し、柔らかな丸ボケを入
れることでときめき感も演出
しました。
①ニコン D5500、
②トキナー
AT-X M100 PRO D、
③開放
（絞り優先オート）
、④1/400
秒、⑤＋0.7

ココが
ポイント

【感動写真。とっておき３ポイント】

マクロレンズで撮る ！
光とボケを活かした
ひと味違う紅葉風景

ょう。方法は、その主役の紅葉

のとき、前ボケにする葉にでき

ひと味違う幻想的な紅葉写真

基本的に絞り（Ｆ値）は開放付

る限り近づくのがコツです。そ

以外に前ボケにする葉を選び、

近（一番小さい数字）に設定。こ

うすると葉が大きくボケて、ふ

を撮るには、ボケをうまく活用

れで被写体にグッと寄れば、ピ

んわり柔らかい印象になります。

レンズの前に配置するだけ。こ

ントを合わせた部分以外が大き

ボケの面積は前ボケの葉の量に

することがポイントです。

くボケて、肉眼では見られない

よって変わるので、画面いっぱ

いにボケを入れたければ葉が密

不思議な雰囲気になります。

さらに、前ボケを活かしてよ

集した場所を選びましょう。

周囲の枝葉を前ボケで隠すこ
とで、
一枝の紅葉に視線を集め
ました。ボケで画面を大きく覆
い、
ふんわり幻想的な雰囲気を
演出しています。
①ニコン D600、②タムロン
SP AF 180mm F/3.5 Di LD
[IF] MACRO 1:1、③開放
（絞
り優先オート）
、④1/200秒

り幻想的な作品を撮ってみまし

一枚の紅葉にピントが合うとこ
ろまで迫りました。一枚の紅葉
に最短撮影距離付近まで迫っ
て撮ることで、
周囲の葉が大き
く滲んだように、幻想的なボケ
になることを狙ったものです。
①ニコン F100、②タムロン
90mm F/2.8 MACRO、
③開
放
（絞り優先オート）
④1/100
秒、⑤−0.3

ココが
ポイント

ナビゲーター
背景の葉に当たった光の反
射を開放絞りで丸ボケに。
主役の紅葉と背景との距離
が離れているほど大きく柔
らかな丸ボケが得られます。
①ニコン D600、
②タムロン
SP AF 180mm F/3.5 Di
LD [IF] MACRO 1:1、
③開放
（絞り優先オート）
、④1/200
秒、⑤＋0.7

國政 寛

フォトインストラクター
日本写真講師協会
（JPIO）
マクロレンズを自在に操り、
光とボケが織りなす幻想的
で不思議な世界を描き出す。
主催する花マクロ写真塾や講師を担当する各種写真教室
では、マクロ撮影の面白さを楽しくわかりやすくお伝えし
ている。機材メーカーのサイトにてマクロ撮影ブログ連載
中。PCC講師。

〈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、⑤露出補正
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思い出をつくる道具たち

30

杉本恭子さん

風景写真家・

減光効果を調節できる
可変式のNDフィルター
道具に対して人一倍シビアな目を持っているプロの写真家が、
「こんなフィルターが欲しかった……」
と絶賛するNDフィルター、
マルミ
「CREATION VARI ND」。
現場でのフィルター交換はもう不要。
これ一枚あれば、作品表現の幅がグ～ンと広がります。

杉本さん愛用のアイテム
❹

●ボディ
①キヤノンEOS 5D Mark IV

❶

●レンズ
②キヤノンEF16-35mm F2.8L III USM
③キヤノンEF24-105mm F4L IS USM

●フィルター
⑤マルミCREATION VARI ND

❺
❾

●その他
⑥リモートスイッチRS-80N3
⑦バッテリーパック LP-E6N
⑧バッテリーチャージャー LC-E6
⑨手回し発電ライト
⑩ゴアテックスレインジャケット

フィルターの付け替えの手間いらず

マルミ CREATION VARI ND2.5-ND500

PL効果と、ND効果を併せ持つフィルター。レンズの絞りを極端に絞りすぎる
「回折現象」の回避や
「露出オーバー」による画像劣化などを防ぐことができます。

一枚のフィルターを口径の違う
複数のレンズで使いまわす

❻

●三脚
④ベルボンUT-63

秋の奥入瀬渓流を撮影。穏やかな流れをNDフィルターでとらえました。
①キヤノンEOS 5D Mark IV、②キヤノンEF-16-35mm F2.8LⅢ USM、③F20、④ISO100

プロの金言

⑩

カメラのキタムラネットショップ
参考価格 23,246 円
（税込）

❼
❸

❷

❽

＊口径77mmの参考価格です ＊最新の価格はネットショップでご確認ください

「ステップアップリングというアイテムを使
えば、フィルターを口径の違うレンズに取
りつけることができます。ステップアップ
リングはリーズナブルなので、複数枚のフ
ィルターを買いそろえるよりも経済的。た
とえば、82mmのNDフィルターを、口径
77mmのレンズに装着する場合、レンズと
フィルターの間に77-82mmのステップア
ップリングをはさみこみます」

フィルター交換の
手間がない
マルミ CREATION VARI
ND2.5-ND500

PCC会員限定抽選で１名様にプレゼント！
①QRコードからご応募

下記QRコードを読み取り、
アンケートにお答えのうえご応募ください

※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。

②官製はがきでのご応募

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.47)
「マルミ」
フィルタープレゼント係あてにご応募ください。
①PCC会員番号、氏名
②おすすめ撮影地
③PCC、
『フォトライフ四季』の感想
④スマートフォンを使っているか、使っていないか
⑤スマートフォンを使っていない場合の理由

●Max側：ND500相当の減光効果

●Min側：ND2.5相当の減光効果

青森県奥入瀬の美しい流れをNDフィルターを使用し、やわらかく表現しました。
①キヤノンEOS 5D Mark IV、②キヤノンEF-16-35mm F2.8LⅢ USM、
③F11、④ISO100

《2018年11月30日必着》

前枠を回転させて、減
光効果を調節。フィル
ターはグレー色ですが、
写真の発色に影響はあ
りません。
口径：58mm ／ 67mm
／ 77mm ／ 82mm

「ＮＤフィルターがないと絶対

に撮れない写真です」
。そうい

って杉本さんが見せてくれたの

は、渓流や滝、波などの水の流

れをスローシャッターで写した

幻想的な雰囲気の写真。

「明るい場所でスローシャッタ

ーを切ると、光が入りすぎて露

出オーバーになり、白く飛んで

しまうことがあります。そんな

ときに必要になるのが、レンズ

に入る光の量を減らしてくれる

ＮＤフィルターなんです」
。

このフィルターが役立つのは、

スローシャッターを切りたいと

きだけではありません。

「たとえば、大口径レンズの特

性を活かして人物を撮影すると

き。レンズに入る光の量を調節

すれば、白昼の明るい屋外でも

開放絞りを使って、背景をぼか

すことができます」
。

交換の手間がなくなった
可変式NDフィルター

杉本さんが愛用しているＮＤ

フィルターは、マルミの「ＣＲ

。
Ｅ ＡＴ Ｉ ＯＮ Ｖ ＡＲ Ｉ Ｎ Ｄ」

通常のＮＤフィルターは、光量

を１／２にする「ＮＤ２」や、

１ ／ ４ に す る「 Ｎ Ｄ ４」
、 １／

８にする「ＮＤ８」など一枚ご

とに減光効果が決まっています

が、このＮＤフィルターは、フ

ィルターの前枠を回転させるだ

けで、ＮＤ２・５～ＮＤ５００

相 当（ 使 用 範 囲 は Ｎ Ｄ４５ ０ 相

当）の減光効果を得ることがで

きます。

「以前はその効果を見極めなが

ら、複数枚のフィルターを付け

替えなければなりませんでした

が、この可変式フィルターを使

い始めてからは、フィルターを

交換する手間がなくなり、撮影

により集中できるようになりま

した」
。

道具として進化を遂げた、可

〈撮影データ〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④ISO感度

変式ＮＤフィルター。これをう
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まく使いこなせば、写真表現の

東 京 都 出 身。 竹 内 敏 信 氏 に 師 事、
2003年からフリーとして活動を開
始。写真教室や撮影会などを実施し
て、写真を撮ることの楽しさを伝え
ている。著書に『一眼レフカメラ基
本 撮 影 テ クニック』
（永岡書店）
、
『デジタル一眼レフキレイ撮りマスタ
ーブック』
（永岡書店）
、
『撮り歩き旅
の写真術』
（新星出版社）などがあ
る。社団法人日本写真家協会会員、
日 本 写 真 協 会 会 員、
（ 株 ）PHOTO
JOY代表。

幅がさらに広がることでしょう。

杉本恭子（すぎもと・きょうこ）

明るい場所で
スローシャッターを切る

PCCへの入会は→P.48

他にもおすすめの道具を紹介！→P.40 〜 43
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中古カメラ・中古レンズの選び方Ｑ＆Ａ

なぜミラーレス機が人気なのでしょうか？

一眼レフに比べて、
小型化されているからです。

新品よりもお得に購入できる中古カメラ・レンズ。でも、商品の
状態や付属品など、いろいろな心配事があるものです。そこで、
カメラのキタムラ秋葉原中古買取センターの小栗店長に、中古
のカメラやレンズについて話を聞きました。

今、どんな中古カメラが人気なのですか？

コンパクトデジカメからワンラ
ンクアップするためにミラーレス

レフよりもコンパクトになってい

囲が楽しめて、カメラ本体は一眼

ルム一眼レフカメラと同じ撮影範

フォーサーズであれば、オリンパ

Ｃサイズなら
人気です。ＡＰＳ ̶
フジフイルムのカメラ。マイクロ

れば、ソニーの
『α ７』
シリーズが

っています。

買い替える方が増え、需要が高ま

パクトなミラーレス一眼カメラに

ろん、
大きな一眼レフカメラから、

一眼カメラに買い替える方はもち

るカメラのこと。ほかにも、ミラ
Ｄ』
シリーズが人気で
スの
『 ＯＭ ̶

フルサイズのミラーレス機であ

ります。

ロフォーサーズ」などの種類があ

人気があるのは、ミラーレス一眼カメラです。

ミラーレス機の中でも人気なの
は、
「フルサイズ」
のミラーレス機
です。フルサイズとは、 ㎜ フィ

ーレス機には、フルサイズのほか
す。

いろいろ相談にのってくれる頼もしい中

古の達人。中古商品の購入を検討している

方は、ぜひお店で実物を確認してみてくだ

さい。お店で見かけたら、なんでもご相談

くださいね。

※最新の売価はネットショップでご確認ください。

お客さま なんでも相談室

オリンパス OM-D E-M10 MarkⅢ

マイクロフォーサーズ

同じような性能を持ちつつもコン

Ｃサイズ」や「マイク
に「ＡＰＳ ̶

中古のレンズは、どんなユーザーの方が
購入していますか？

プラスα でレンズが欲しい人です。

APS-Cサイズ
フジフイルム X-T20
答えて
カメラの達人
くれた人

最近では、カメラ本体と標準ズー
ムレンズセットを新品で購入し、プ

やや難あり

外観に目立つキズや擦れが多く、
テカリなどがあるが、作動する
もの

ミラーレス一眼カメラは、若い方

ラスα として、望遠レンズや単焦点

外観に比較的目立つキズや擦れ、
テカリなどがあるが、正常作動
するもの

から年配の方まで、幅広く人気を集

レンズ、マクロレンズなどを中古で

並品

めています。

購入する方が増えています。特に

B

特に、マイクロフォーサーズのミ

良品

ラーレス機は、レンズのサイズが小

㎜ の単焦点レンズが人気です。

AB

外観に多少のキズや擦れなどが
あるが、正常作動するもの

さいのでカメラ全体が軽いというメ

中古レンズで購入すると、予算を

外観に使用した形跡が少なく、き
れいで、正常作動するもの

リットがあります。持ち運びも便利

少し抑えることができます。なので、
浮いた予算を三脚などのアクセサリ

050-3116-8888

受付時間10：00～20：00 年中無休
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ーの購入に充てる方もいらっしゃい

美品

ますよ。

A

ですし、手に持ちやすいので、特に

中 古 商 品 に 表 示 さ れ て い る、
商品状態のランクを確認してく
だ さ い。 商 品 の 状 態 が ア ル フ ァ
ベットで５段階表示されていま
す。 初 め て 中 古 商 品 を 購 入 す る
方には、
「ＡＢ良品」以上の商品
をおすすめします。
カ メ ラ の キ タ ム ラ で は、 ホ ー
ムページで各店の中古商品を検
索 で き ま す。 中 古 商 品 は １ 点 も
の な の で、 購 入 し た い も の が 見

検索
カメラのキタムラ
http://www.kitamura.jp

つ か っ た ら、 購 入 予 約 を し て、
お近くの店舗で現物を確認しま
し ょ う。 自 分 の 目 で 確 認 し て か
ら 購 入 で き る の で、 と っ て も 安
心です。

外観に使用した形跡が無く、非
常にきれいで、新品同様のもの

12
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.40～43

13

フルサイズのミラーレス機
ソニー α７Ⅲ

新品同様

店内にお探しのアイテムがなくても、全国のカメラのキタムラから取り寄せできます。

商品状態ランク

35

AA

C

保証の有無をしっかり確認してから購入してくださいね。
カメラのキタムラ 秋葉原中古買取センター
小栗店長

A Q3
基準

A Q2
女性に人気があります。

中古機材を購入するときの注意点は？

A Q1
状態の目安

女性に人気の小型ミラーレス一眼カメラ、
オリンパスPEN E-PL8

状態

思い出づくり
相談室
知っ得情
報

思い出シリーズ

もっと知りたい
ウォールデコのこと

1

今回荒牧さんが作ったのは、
「カメラのキタムラ」のオリジナル商品「ウォールデコ」
。
大きさやデザイン、仕上がりの面質を自由に選択できます。
注文は、お店とネットのどちらからでも可能で、受取方法も、店頭受取と宅配受取からお選びいただけます。

ウォー ルデコの 用途はさまざま
ウォールデコは、ご自宅用だけでなく、さまざまな用途に使えます。「カジュ
アル」や「キャンバス」などのデザインはお友達へのプレゼントなどに、
「ギ
ャラリー」や「ミュージアム」のデザインは作品的な雰囲気に仕上がるので、
グループでの写真展などにおすすめです。ぜひ一度お試しくださいね。
サイズ違いのウォールデコをいくつか
配置して、お部屋の一角を画廊のよう
にしてみてはいかがですか？

注 文はかんたん６ステップ

ウォールデコとは、カメラのキタムラの新商

品で 、写 真 を額に入 れ ず 写 真 展のよう なパ

ネル加工に仕上げ、インテリアにマッチした

になっています。

プリントスタイルの商品です。

「カジュアル」はシンプル＆モ

「キャンバス」はキャンバス地

フォトカルチャー倶楽部（PCC）会員ならウォールデコが10%割引で作れます。P.47

《キャンバス》 温かみのあるキャンバス地が特徴。

ダンで、とにかく重量が軽いデ

15

貯まる！ 使える！

に直接プリントするので、温か

カメラのキタムラ

ザインです。額のデザインを気

http://www.kitamura.jp

みのある仕上がりに。ウェルカ

《ミュージアム》 写真展向きのプロ仕上げ。

にすることなくどんな写真にも

最後に確認画面でできあがりを確認
して完成！

ご自宅にぴったりの
デザインで
写真をプリント

《ギャラリー》 高級感のある木製のパネル付き。

ムボードにもおすすめです。

完成！

マッチします。

「ギャラリー」という、木製パネルとVカットマット台紙
仕上げのデザインは、フチの色と台紙の色を選べます。

⑥

V

パネル加工の種類、マット台

ル」「ラスター」「キャンバス」の

フチの 色と台紙 の 色を選ぶ

また、プリントの面質は「グ

風景などの作品写真が映えるデ

５種類の中から選べます。写真

写真の編集を終えたら、印画紙を選
びます。

⑤

ロッシー」「パール」「クリスタ

なウォールデコ。選べるサイズ

ザインです。マット台紙の余白

の面質は、ぜひ実際に店頭でサ

印 画 紙を選ぶ

サイズに合わせて、トリミングするなど
の編集ができます。

カットマット台紙仕上げで、

も豊富で、小さなスクエアサイ

で高級感を演出します。

ンプルを確認してみてください

④

サイズは、小さいものは172×172mm、大
きいものはA2サイズ相当
（400×604mm）
まで、タイプによって７種類あります。

「ギャラリー」は木製パネルと

ズのパネルからＡ２サイズの大

「ミュージアム」は写真展で人

ね。ご注文方法は店頭のほか、

額装のタイプは、カジュアル、キャンバ
ス、ギャラリー、ミュージアムの４種類
から選べます。

紙のカラーやプリントの面質な

きなものまで、飾る場所に合わ

気が高いプロフェッショナル仕

カメラのキタムラホームページ

《カジュアル》何にでも合うデザインで、軽さが特徴。

ども選べる、とってもオシャレ

せて選べるのも大きな特徴です。

上げです。平滑性に優れた金属

写真を編集する

プリント面の仕上がりは、４

③

からご注文ができます。

サイズを選ぶ

製の写真貼付面と台座のセット

②

タイプを選ぶ

種類あります。

①

デザイン「カジュアル」のスクエアminiサイズ。複数並べて飾るとオシャレな雰囲気になりますよ。

ウォールデコを 使って
写 真 を 壁に飾 る

思い出を残す
新方法

荒牧敬太郎
カメラのキタムラ
イメージングシステムマネージャー
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
日本写真家協会 会員

フォトカルチャー倶楽部の撮影イベントで学んだ技術を生かして、ウォールデコを作ってみませんか？→P.25 ～ 32
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2

今ドキの
思い出の残し方

マスキングテープで簡単
親子で手作りアルバム
手作りアルバムの楽しみといえば、デコレーション。
そこで活躍するのがマスキングテープです。
お子さまと一緒に、
マスキングテープで
アルバムをおしゃれにアレンジしてみませんか。

「ちぎる・貼る・書く」で
マスキングテープをマスター

アルバムを更に
飾る方法は ？

た 色 」 や「 テ ー マ に あ っ た 柄 」

ぶか悩みますよね。「写真に合っ

発売されているので、どれを選

まなメーカーから豊富な種類が

がセットになったテンプレート

や花などのかわいい柄や形の紙

がアップします。ほかにも、星

があると、アルバムの華やかさ

画用紙、スタンプ、シールなど

マ ス キ ン グ テ ー プ に 加 え て、

という目線でマスキングテープ
シートもおすすめです。好きな

マスキングテープは、さまざ

を用意しましょう。

マスキングテープは、持って

ページに貼るだけで、一気に雰

と、 温 か み の あ る 手 作 り 感 が
いるだけでアルバムを簡単に可

マスキングテープをカットす

アップしますよ。また、写真と
愛くすることができる万能アイ

囲気が明るくなります。テンプ

写真の間に余白ができてしまう
テムです。カメラのキタムラの

るときは、きれいにハサミで切

場 合 は、 マ ス キ ン グ テ ー プ を
店舗やネットショプでお買い求

レートに合わせて、写真を切り

貼ってみましょう。ただ並べて
めいただけます。お子さまと一

る の も い い の で す が、 手 で ち

貼るだけでも、雰囲気がぱっと
緒に、アルバム作りにぜひ挑戦

抜いても良いですよ。

華やかになります。幅が広いマ
してみてくださいね。

ぎってみてください。そうする

スキングテープであれば、半分
に割いたり切ったりすること
さらに、油性のデコレーショ

で、アレンジ可能です。
ン ペ ン を 使 え ば、 マ ス キ ン グ
テープの上や写真の上に直接文
字を書き込めます。水性インク
では、マスキングテープや写真
にうまく書き込めない場合があ
るので、
油性インクが安心です。

お子さまの成長をお祝いする、七五三。
スタジオマリオでは、衣装に合わせてさまざまな背景や小物を使用します。
印象の違うお写真で、七五三の思い出をたくさん残してください。

着物の他、ドレスやタキシード

弟、ご姉妹分の衣装も無料です。

撮影できます。もちろん、ご兄

い。 衣 装 は 何 着 で も 着 替 え て、

うかも…。でも、ご安心くださ

を着て撮影しようか迷ってしま

の衣装が揃っているので、どれ

スタジオマリオには、たくさん

衣装は無料で着替え放題
お好きな衣装で
撮影できます

いよいよ本番 ！ スタジオマリオで
最高の七五三撮影を

マスキングテープは１個
160～300円ほど。お手
頃にお買い求めいただけ
ます。

のご用意もあるので、お子さま

スタジオマリオ

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.47

17

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
の撮影料やお写真代の合計金額より10％ OFF
（他の
割引との併用は不可）
http://www.studio-mario.jp

衣装の雰囲気に合わせて撮影小物をご用意いたします。
お子さまの成長の節目を、ご家族で思い出に残しませんか。

柄の違うマスキングテープを交互に貼るだけ
で、ページが華やかになります。

スタジオマリオのオリジナル
衣装の他、芸能人とコラボし
た人気のブランド衣装もご用
意しています。とびきりの１
着を見つけてくださいね。

マスキングテープで作るオリジナルアルバムには、写真を簡
単に貼ったりはがしたりできるフリーアルバムがおすすめで
す。タテとヨコの長さがどちらも20㎝前後のアルバムが、お
子さまにも持ちやすくて便利ですよ。

のお気に入りを見つけて、たく

こんなメッセージが
届いています！

さんお着替えしてくださいね。

お子さまに合った撮影ポーズ
ご提案させていただきます。
ご兄弟、ご姉妹で一緒に撮影
するのもおすすめですよ。

思い出シリーズ

※衣装、背景、撮影小物は店舗により異なります。
※画像等の無断転載、無断使用はご遠慮ください。

×
羽田空港と新宿の二拠点開催

１１月３日
（土）
・４日
（日）

＜会場＞羽田空港国際線旅客ターミナル 「TIAT SKY HALL」 ⇔
主催：フォト旅 EXPO 実行委員会

新宿アイランドウィング

特別協力：クラブツーリズム、カメラのキタムラ＆スタジオマリオ 後援：NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部

２会場で 「写真」と「旅」 をどっぷり楽しめる 「フォト旅 EXPO ２０１８」
プロの写真家が大集合！

新宿会場／羽田会場で
約 80 の 「旅と写真」 セミナーと、 見て学べる写真展
・
「楽園写真家」三好和義さんトークショー
「今行くべきおすすめの “ 絶景楽園 ”」
・
「花火写真家」金武武さんトークショー
「大迫力！330 インチのスクリーンで見る日本絶景 HANABI 紀行」
そのほか特別ゲストによる「旅」と「写真」にまつわるトークショーを予
定しています。くわしくは、Web でご確認ください。

ほしい！が見つかる

カメラのキタムラ 「展示即売会＆中古カメラ祭り」
・多数のカメラメーカーブースで人気カメラ・レンズが勢揃い
・旅行にあわせたカメラやカメラ機材の体験コーナー
・フォト旅 EXPO 限定！特価販売コーナー
・会場内でのカメラ・レンズ中古買取り
・掘り出し物中古販売コーナーで、年に一度の掘り出し物が全国から大集合
・旅先の撮影の悩みごとを解決！なんでも相談コーナー
・いま人気の、オリジナル写真集「フォトブック」体験コーナー

カメラや三脚などを触って
試せるのが魅力

羽田空港～新宿間を往復します！

写真展を見て「次に行きたいところ」を考えるのも楽しいものです

２日間だけの特別内容をご案内！

イベント限定のオリジナルツアーを複数開催

「写撮る（シャトル）バス」 を運行（１日５往復）
会場間を往復するオリジナルのバスを運行します。
バス車内ではイベント連動のお楽しみ抽選会も開催。
両会場でスタンプラリーも実施します。

羽田発・新宿発のオリジナルイベントツアーを多数開催します。
・
「スマホ旅」お試しバスツアー＜ひとり旅版＞
・飛行機写真家同行！羽田沖撮影用クルーズ船で行く絶景飛行機撮影会
など
そのほかの講座は Web でご確認ください。

くわしくは
「フォト旅 EXPO ２０１８」 特集 Web ページをご覧ください。
セミナーやツアーのお申込みもこちらから。

「クラブツーリズム

写真」 で検索

※内容はすべて予定であり、予告なく変更する場合があります

車内ではクイズもあり、
移動も楽しい時間になります。

イベント会場への入場は無料です。
セミナーやツアーの参加費は、
Web ページをご確認ください。
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PCC の理事長の松尾です。
大人の生活を応援するフォトカルチャー倶楽部の
活動の一環として、こんな本を作りました。

PCC の
プの
グルー
ブック
、
ス
イ
フェ
見して
毎朝拝
す。
り
写真を
お ま
感じて
に
近
身
い。
季節を
が忙し
ね！」
「いい

PCC 全国交流グループで

フォトカルチャー倶楽部（PCC）では、PCC 会員限定でご覧いただけるインターネット上のページを開設しています。
写真投稿や毎週のコンテストなど、全国の会員のみなさまが地域や時間を超えて楽しんでいます。

どちらも日常に役立つ情報が満載です。

下記QRコードを読み取り、
アンケートにお答えのうえご応募ください

※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。

②官製はがきでのご応募

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.47)
『120+ 塾』プレゼント係あてにご応募ください。
①PCC会員番号、氏名
②おすすめ撮影地
③PCC、
『フォトライフ四季』の感想
④スマートフォンを使っているか、使っていないか
⑤スマートフォンを使っていない場合の理由

1

自分の写真に
コメントがもらえる

たとえば、電車や飛行機を乗り継がないと会

り、自分の写真にコメントがもらえたりします。いつも

いにいけない遠い地域の写真仲間とでも、

は身近な人にしか見てもらえないあなたの作品も、多

Facebookグループでつながっていれば、い

くの人に見てもらえます。また、グループメンバーから

つでもどこでも近況が確認できます。さらに、

『ためしてわかった
何度も使いたい 郵便のワザ
超便利術30 完全保存版』
監修：日本郵便株式会社
発行：株式会社ナイスク
価格：500円
（税別）

写真愛好家にも役立つ裏ワザばかり

『ためしてわかった 何度も使いたい 郵便のワザ
超便利術30 完全保存版』
は、
郵便局、
コンビニで9/25
（火）
発売です！

郵便 をもっと活用 するには
これ を読むべし ！

ほかにも…
・再配達の申込みや荷物の追跡が簡単にできるLINEのワザ
・コレクター心をくすぐる、ご当地限定ポストカード
・手書きにさよなら！ あて名ラベルの簡単な作り方
など、情報満載です。

お気に入りの写真をはがきにして投函する

三重県伊勢市朝熊
山頂展望台にある
「天 空 の ポ ス ト」。
海外からも観光客
が訪れる「恋人の聖
地」です。

とき、
フォトコンテストにプリントした写真

岡山県高梁市にある吹屋郵便局。
元呉服屋らしい趣きある建物はベ
ンガラ染めの色がかわいらしく、
SNSに映えます。

を送るとき……。 写真好きの身近にもある

レトロな丸ポストやオシャレな郵便局舎は、
被写体に最適。全国のフォ
トインストラクターが撮影した
「ポスト・郵便
局のある風景」
を紹介しています。

「郵便」
。そんな郵便を、もっとお得に楽しめ

ご紹介

オススメ
Point

3

PCC理事 松延健児
（まつのぶ・けんじ）

かんたんに
コンテストに参加できる

コメントをもらえれば、より写真を楽しめること間違い

会ったことがなくても、その人の作品を見た

Facebookグループでは毎週コンテストを開催して

なし！毎週投稿された写真でフォトコンテストを実施し

り、コメントでやりとりをするなど、全国の写

います。コンテストといっても、写真を投稿するだけ

ており、
「いいね！」の数が多い作品がコンテスト入

真好きと交流できます。仲間の作品を見るこ

で簡単に自動エントリーとなり、
「いいね！」ボタンを

賞作品として発表されます。

とは、自分の写真の幅を広げる「学びの場」

押したり、コメントをつけたりして誰でも気軽に参加

になります。

できます。

つながる・広がる
写 真 の 輪

るヒントが詰まった書籍が発売されます。何

内容を

2

全国の人と
交流ができる

Facebookグループでは、自分の写真が投稿できた

『１２０＋塾ヒャクニジュウプラスジュク』
発行：株式会社フレーベル館
価格：1300円
（税別）

度でも使ってみたい郵便にまつわるワザや便

■丸ポストや郵便局舎の写真を投稿して
「いいね！」
がたくさんもらえました

ちょっとだけ

オススメ
Point

ここがオススメ！

インターネット上で

利術などが掲載された、完全保存版です。

特集
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オススメ
Point

Facebookグループの

《2018年9月30日必着》

は、全国の書店で販売中です！
『１
２０＋塾ヒャクニジュウプラスジュク』

（一部の郵便局、店舗をのぞく）

65

写真だけで満足ですか ？

①QRコードからご応募

好奇心 を再活性化 する
の 強化 書 」
歳 から「

PCC会員限定抽選で10名様にプレゼント！

人生１００年と言われる時代。写真だ

「再訪」
「あの世」
「地図」
などの文化的な切り
口で、新しい旅の見つけ方を伝授します。

けでは満足できない、他にもチャレンジ

PCCの参事でクラブ
ツーリズムテーマ旅行部の黒田さ
んが
「新しい切り口の旅」
を提案し
てくれます。体験したことのない
旅に出れば、
見たことのない写真
が撮れます。

することを見つけたい、あわよくば１２０

ご紹介

歳まで生きたい、という方のための「強化

■こんな旅があった

書」ができました。知識や雑学、なぞり書

内容を

きやパズルまで、これからを生きるため

ちょっとだけ

の情報が詰まった１冊です。

特集

仲間 と写真談義

PCC 会
員になっ
て
Facebo
ok
グループ
に
参加しま
せんか？

参加
者
募集
中

PCC「大人のための Facebook 入門講座」

PCC は、Facebook 社の取り組みである「#100 年ずっ友プロジェク
ト～ 人 生 100 年 時 代 の SNS いきいき活 動 ～」 の 一 環として、
Facebook の基礎が学べる「大人のための Facebook 入門講座」を
主催しています。「『PCC 全国交流グループ』をうまく活用できない！」
という方は、この講座で楽しく安全な交流方法を学びませんか？

＜Facebook 入門講座参加後の声＞
・かなり孤独な環境で撮影しているので、Facebook で自分の作
品発表の場ができたことに感動しています
（70 代男性）

お問い合わせ・お申し込みは

※参加費は1,000円（税込）です

03-3230-2605 まで（営業時間：平日 10 時～ 18 時）
❶ 電話またはホームページからお申し込み
❷ 開催１０日前までにお近くの郵便局で参加費をお振込み下さい
❸ 会場などの詳細案内を開催約 1 週間前に、メール又はおハガ
キでお送りします

・「自分の居場所」を見つけたっていう感触を持っています。見
て楽しい、仲間が増えて嬉しい、かつ写真も上達する気がし
てます
（60 代男性）
・PCC の FB グループに参加後いきなりコンテストに入賞させて
頂けたことが嬉しくて、投稿コメントを通じて知り合った写真仲
間が増えたことも感激 !! 作品発表の場があると普段の撮影
にも気合いが入りますね
（60 代女性）

振込先
郵

便

局

ゆうちょ銀行

記号：00110-5 番号：263276
加入者名：NPO 法人フォトカルチャー倶楽部
店名：019（読み ゼロイチキュウ） 店番：019
預金種目：普通預金 番号：0263276
名義：NPO 法人フォトカルチャー倶楽部

講
9 月 29 日
（土）＠東京・秋葉原

座
9 月 30 日
（日）＠大阪・難波

10 月 20 日
（土）＠長野

10 月 27 日
（土）＠福岡・博多

10 月 28 日
（日）＠広島

11 月 17 日
（土）＠東京・飯田橋

会場や時間はホームページをご覧ください

npopcc

検索
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茨城県北 紅葉彩り撮影ツアー

オンライン写真教室』
オンライン写真教

▼おすすめポイント

●公共交通機関では行きにくい茨城

がはじまっています！

県北の紅葉スポットにご案内

NPO法人フォトカルチャー倶楽部（PCC）では、いつでもどこからでも受けられる
インターネット上の写真教室をはじめました。講師の“たっちゃん先生”こと中田達男先生が、
季節ごとのテーマに合わせた撮り方のコツを動画でお伝えしていきます。

（花貫渓谷、滝の裏側から撮影で
花貫渓谷

きる月待の滝、本州最大級の吊橋
と紅葉のコントラストが見事な竜

PCCオンライン写真教室の写真上達のステップ
1 動画で撮り方を見て、
2 皆さんそれぞれ撮影し、
3 インターネット上で作品講評を受けられる
このサイクルを繰り返すことで、撮影スキル上達を早める機会をご提供し
ます。 ぜひあなたも参加してみませんか？
システムは月額制。１回 30 分の動画を月４回配信。 作品講評は月２回受
けられます。 動画に質問コメントを送ることで、疑問を解消できます。

神大吊橋）
●フォトインストラクターが同行

出 発日

①11月18日（日） ②11月19日（月）

（日帰り／昼食1回）
【大人おひとり】

●各撮影地で60分以上の撮影時間を

講師

中田達男 PCCオンライン写真教室でもおなじみのフォトインストラクター

添 乗員 同行します

確保

毎年人気の星空撮影＆無料講座

日本旅行の星空撮影会は、宿泊場所の近くで撮影をするのが魅力です。
年間の計画を見て、今から予定を立てましょう！ 撮影会の前には無料講座もあります。

水上高原 星空撮影会
◆たっちゃん先生の
（月３回配信）
「季節の風景撮影テクニック」
配信ラインナップ
８月
・星景写真＜準備・天の川撮影編＞
９月
・星景写真＜ぐるぐる比較明合成編＞
・星景写真＜画像処理編＞
・光を活かしたコスモス

10 月
・小さい秋、大きい秋
・紅葉をぐっと自然に色鮮やかに
・紅葉ぼかし方のアイディア
１１月
・夜景＆イルミネーション＜準備編＞
・フィルターも使う！夕景・夜景
・ただライトを撮るだけじゃない。
作品としてのイルミ

◆新たな写真のジャンルに挑戦

（月１～２回配信）
４人の講師をむかえ、望遠レンズ使いこなし術、飛行機、鉄道、
スポーツの特別授業もスタートします。

【望遠レンズ使いこなし術】

【飛行機】

林 貴美先生

西田省吾先生

【スポーツ】

【鉄道】

金田 誠先生

PCCならではのユニークな特典も！

参加メンバーの声

特典1
月４回季節に合わせたテーマの「テクアップ動画」を好きな時間に何
度でも視聴できます。
特典2
月２回、撮影した写真を講評依頼できます。 講師から、あなたの作品
について講評コメントがもらえます。
特典3
PCCに蓄積された動画コンテンツを視聴できます。
今だけ！ 10周年記念価格で参加できます

通常月額4,320円（税込）

月額

2,700円（税込）
2018年12月31日まで
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伊藤宏美先生

オンライン写真講評が刺激的‼
私自身はまだ講評に出品できていませんが、他メンバーの写真
＆講評コメントを見て、とても勉強しています。 次々投稿され
る方々から刺激を受けて、
「 そろそろ私も…」
と写真講評依頼の
意欲が高まってきています
（笑）
（67 歳男性）
初投稿がなんとFBグループの入賞作品に‼
PCCオンライン写真教室に参加して３ケ月、動画授業と撮影活
動を黙々と続けてきました。 先日、勇気を出してPCC 全国交
流グループに写真を投稿したら、なんとビックリ入賞作品に。
大きな励みを頂き、自信がつきました。もっと色々な場所に出
かけて、素敵な写真を撮りたいと思います。 感謝。
（64 歳女性）

「DMMオンライン写真教室」で検索
D M Mオンライン写 真 教 室

検索

出 発日

11月10日（土）〜11日（日）
（１泊２日／３食）

▼おすすめポイント

●個人では立ち入ることのできない場所で撮影
●上毛高原から無料送迎有り（定時、要事前予約）

【大人おひとり】23,500円

〜29,000円

発 着 地 現地集合・解散
宿 泊 所 水上高原ホテル200

【これまでの参加者の声】
・事前の準備から作品講評会まで、講師にとても丁寧に
説明してもらった
・自分が撮った作品に対し、講師の方に画像処理までし
ていただき参考になった
・プロが利用している機材やソフトについて聞くことが
できて、勉強になった
・天候や環境に応じた準備が必要なことが理解できた
・講師、アシスタント、コーディネーターがいて至れり
尽くせり

添 乗員 同行いたしませんが、現地
スタッフがお世話します

撮影：成澤広幸
星空写真家の成澤広幸氏が同行

＜撮影会年間予定＞
◆12月15日
（土）〜 16日
（日）富士山（河口湖）
◆2019年2月 東京・大島
◆5月 沖縄
◆8月 静岡・西伊豆
◆9月 神奈川・三浦半島
◆12月 長野・志賀高原

＜無料講座＞

◆9月26日
（水）19:00 〜 20:30
富士山星景＆画像処理（東京・日本橋）

旅行企画・実施

詳細・お申し込みはコチラ

株式会社日本旅行

撮影ツアーや星空撮影会、無料講座についての

赤い風船東日本事業部

〒131-8565東京都墨田区堤通1-19-9

詳細やお申し込みは、日本旅行の予約センター

リバーサイド隅田セントラルタワー 6階

までお問い合わせください。日本旅行とフォト

観光庁長官登録旅行業第二号

カルチャー倶楽部（PCC）がコラボしたWebサ

一般社団法人日本旅行業協会正会員

詳細・お申し込みは

10,800円

発 着 地 上野駅

ホームページを見て、らくらく撮影計画

『

バスに乗っているだけで１日大収穫

秋冬の撮影は「日本旅行写真部」で

写真上達のための

日本旅行には、撮影方法を習いたい、星景写真など、暗い場所で撮影するのに
一人では行動しづらいという方向けの撮影会があります。

インター ネットで
学 べる写真教室

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。
「日本旅行写真部」で検索。

参加者募集中

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 〒131-8565東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー10階
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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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?

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。

青山佳弘
先生

者からも好評です。

そモ
のデ
場
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撮の
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、が
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族像
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写
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る撮
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うと
なき
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真
ヒづ
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トり
にも
な事
りで
ま

3 月・5 月のPCC Blog レポート

［2018.3］ 明治浪漫の隠れ名所を行く 小田原板橋

ハッピー写真部 ［神奈川］

こんなふうに
撮れました

ナビゲーター／早川幸夫

趣のある被写体を相手に露出補正を学ぶ！
ハッピー写真部第1回目は、小田原板橋地区旧東海道沿いの
ろうきょそう

旧松永安左エ門邸「老欅荘」と明治の醤油店旧内野邸での撮影
です。小雨交じりの天気でしたが元気に出発しました。
松永安左エ門さんは、電力の鬼と言われた日本の財界人。美
術コレクターや茶人としても有名で、趣のある家屋には、今日の
テーマ「露出補正」にふさわしい被写体ばかりでした。
もう１つの撮影スポット旧内野醤油店は明治36年の開業。
欄間の鳳凰を撮影する際は、隣の部屋からの逆光を利用して撮
影。
「こんなにマイナス補正にするの」という声もありました。ほ
かにも、酵母菌と埃がこびり付いた醤油

特 別 貸し

樽の質感を出すのにみなさん一所懸命に

1
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「
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※別途モデル代1,000円がかかります フォトジェニッ
体験していただけます。
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、
クな撮影のポイントをレクチャーします。※別途入館料がかかります

な和
どや
でか
はな
、雰
歩囲
く気
速の
度講
も座
人を
に心
よ掛
っけ、
て講
違座
いが
ま終
すわ
。
分
っ時
た間
時配
には
『が
今難
日し
はい
楽し

名古屋市内の公園
13：30～15
：30
平日開催
6月21日
（水） 異人館街の異国情緒をおしゃれに撮る 撮影ポ
撮影地の雰囲気を活かしながらポートレート撮影を行います。
神戸・北野異人館街
10：00～12：00
イントごとに簡単な説明を行いますので、
気軽にポートレート撮影を

分
やりす
明撮と
りか
考り
えた
しい
な説
がら
影してい

秋の雰囲気を活かしたポートレートに挑戦！

和
なを
雰講囲
魅お力
くや
大か
切さ
座気
のが
中で
伝えし

10：00～12：00

こル
のの
講
『
す。「
モデ
立座
ちは
位、
置大
を人
決の
め街
る・
と大

大阪中ノ島～淀屋橋

青山佳弘先生の撮影講座

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
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
11月18日
（日）

阪
〜
トロ
き、
「中
意ノ
図島
」や
「淀
光屋
の橋
当界
た隈
り、
方レ
」を

淀屋橋界隈、レトロと歴史めぐり

のか
でっ
す
は
たが
』『、
良そ
いの
写ぶ
真ん
がや
撮り
れが
たい
』
と
言っ
あて
りいま
加し
者た
かい
ら
たす
だね
け」
る。
よ参
うに
とは
思、
い

逆光を利用したシルエット撮
影にもチャレンジできます

5月14日（日） 大人の街・大阪中ノ島～

「ま
説す
明」
する言葉が具体的でわか
りやすい」「テーマごとに作例

10：00～12：00

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
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

が具体的で、撮りたい写真がイ

京都・仁和寺、龍安寺

メージしやすい」と好評です。

世界遺産 京都・仁和寺と
龍安寺の桜を美しく撮る

平日開催

ま
「
『す
人」
に教える』
ということを目標

因幡雅文先生の撮影講座
4月6日（木）

を講評するようになって、

参加者の方の作品への思

いや、写真そのものにつ

いて考えることが多くな

りました。テクニックもも

ちろん大事ですが、まず

参加者の皆さんがその場

所に行って何を撮りたい

か、どう感じているかを

写真に残していくことの

大切さを、講座を通じて

伝えていきたいです」

光と構図を上手く使って
モデルをきれいに写します

とす
歴る
史よ
めう
ぐに
りし
』
、青
街並
説明
てと
い題
るし
とて
いう

み生
で。
の
撮て
影
体C
をC
どの
う
撮
とし
い者
たが
の被
で写
、P
フ
ォり
トた
イ
山先
「ス
どナ
のッ
よプ
う撮
な影
立の
ち楽
位し
置み
に方
やば
、綺
被麗
写な
体光
ので
切撮
りれ
取る
りか
方
を分
中心 ン
い
めに
るな
こっ
と
スの
トか
ラを
ク決
ター
てか
から
ら作
よ品
うづ
や
すれ
」
が
にや
学す
習く
し、
ま自
す分
。で
街場
並所
みや
撮立
影ち
では、 く
く
がー
始ト
まラ
るイ
と
幡た
先』
生
『り
スタ
ン、
に因
立て
とは
い言
う
かり
い覚
まで
すし
。た」という青山先生。初
感
「ＰＣＣの写真教室で作品
位置を考える参考になり、参加

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。

11

旧内野醤油店の欄間。 露出
補正をかなりマイナスにして
撮影。

なるシーンも。
大変に和やかで、楽しい撮影会になりま

切りで の
撮影。
感謝感激
で す！

した。ご参加の皆さまありがとうございまし
た。

老欅荘の趣のある門です。

そして1年間宜しくお願い致します。

［2018.5］ 絶景と懐かしのレトロ遊園地 生駒山上遊園地

くっきー写真部 ［奈良］

ナビゲーター／クキモト ノリコ

山頂の遊園地で五月晴れ撮影会
５月のくっきー写真部は、奈良県にある生駒山上遊園地での撮
影。大型テーマパークに押されて遊園地が軒並み閉園してしまった
中、今も頑張っている老舗遊園地です。名前の通り、生駒山のてっ

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。

ぺんにあって眺めもサイコーなんです！
ケーブルカーを乗り継いで、
山頂の遊園地に到着したら、
まず向かっ
たのはくるくる回るブランコの遊具。ここではシャッタースピードを利用
して、動くブランコを止めて撮ったり、流し撮りしたり。その後もやは

佐々木 勇

桜田文洋

斎藤志津代 小林弥生

小灘敬子

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

様々な 現 場 で
の経 験を活か
し現 在は講 師
としても活動中

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

広島を拠点に
活動。風景や
ポートレート
が得意

先生

渡邊翔一

先生

先生

先生

渡邉繁信

先生

目の前の光 景 こころ優先で写
を 楽しめる 時 真を楽しく撮り
間づくりを目指 ましょう。お 手
します
伝いします
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先生

先生

パソコンも得
意。好きな被
写体は生き物
です

先生

先生

花 や虫たちの
姿に癒されなが
ら幻 想 的な世
界を楽しく撮影
します！

米澤 確

林 貴美

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

お気に入りのヒ 感動をどのよう 竹内敏信氏の
コーキ写 真 が に伝えるのか、 助手を経てフリ
撮れるようにお 写 真を楽しみ ーに。写真雑誌
ながらお 手 伝 等で活動中
手伝いします
いします

先生

先生

早川幸夫

國政 寛

先生

服部考規

先生

クキモト
ノリコ先生

木方清二

先生

川瀬陽一

先生

こころの針が触 「秀作はあなた 『被写体をどう
れた瞬 間を大 のそばに」
。
楽し 表現する』をモ
切に。写真を楽 みながら作 品 ットーに作品づ
しみましょう
作りをお手伝い くりをしていま
す

野田益生

先生

写真現像所勤
務を経て独立。
「 気 軽に貪 欲
に自由に」がモ
ットー

金田 誠

先生

加藤純一

先生

写真はシャッタ 星 やライブ 撮
撮影
ーを押した分だ 影が得意。
け上達します。 のコツを分かり
まず は 撮 影 に やすくお伝え致
出かけましょう します

岡野清人

先生

内山政治

因幡雅文

天野中央樹

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

カメラメーカー
を経て映 像 の
世界へ、映画・
テレビドラマで
活動中

先生

先生

被写体の雰囲 風 景・街 角 写
気を切り取る、 真家。
写真は発
情景演出写真 見と出会い。何
家
をどう撮るかで
す

先生

西田省吾

中村敏郎

中田達男

種清 豊

田邊和宜

田中頼昭

園田法文

曽根明壽美

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

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
アシスタントを
経てフリーに。
街 スナップ を
撮影中

PCC設立時か
ら講師を担当。
福岡、大阪を中
心に活動

カメラで人生を
より楽しく豊か
に。人の縁を繋
ぐ講座を目指し
ます

心から撮りたい
ものをどう表現
するか、一緒に
探しましょう

私と一緒に目の
前の被 写 体を
美しく、
お洒落
に撮影しましょ
う！

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

先生

り遊具という動きものが被写体のため、基本、シャッタースピードをコ

こんなふうに
撮れました

ントロールすることがメインとなりました。
遊具で遊ぶ子どもたちを撮ったり、参加者同
士で撮り合いっこしたりと、五月晴れという好条
件にも恵まれ、
楽しい時間となりました。最後に「乗

流し撮りが上手くいくと、「ヨシッ」
とうれしくなりますよね。

りたいものに乗ろう」タイムを設けると、「ぷかぷか

時々みなさんのモニターを見せて
もらいながら撮影しました。

向かう皆さん…。ぷかぷかお空の上から絶景を

撮影は
も
遊 具も ちろ ん
楽し ん
だ
撮影会
でした！

パンダ」という上空を走るレールを進む遊具に
眺め、撮って楽しまれたようです。
ご参加の皆さん、お疲れさまでした！
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ダブルフォトレッスン ＜飛行機を極める＞

者歓

ひと味違う作品づくり

コース名▶デジカメマスター

デジカメマスター

種清 豊先生

どのレンズを使ってどう撮るか、
思い描きながら楽しみましょう

10月14日（日） フィルターワークやWBを意識して

撮影：中田 達男

11月13日（火） ブルーモーメントに浮かぶ空港風景
東京・羽田空港旅客ターミナル 16：00～19：00

旧古河庭園
10：00～12：00
洋館をバックに洋式花壇とともにバラの撮影が楽しめる小さ
な庭園です。淡い色から濃い赤色まで、豊かなバラの色をきれ
いに再現するためWBや露出を工夫します。

神奈川・神奈川県民センター 13：30～16：30
成功写真は今後の自信に。失敗写真は今後の糧に。成功写真、失敗写真とも、なぜそ
うなったかを知ることで、今後の撮影姿勢が変わります。

10：00～12：00（撮影）14：00～16：00（講評会）

境内から路地裏を巡って、定番ポイントからすこし外れた生活
観ある下町浅草を探しましょう。単焦点レンズで撮影したり、
望遠スナップに挑戦してみたりと、レンズの特性を活かして撮
影してみましょう。午後は近郊で講評会。当日撮影した写真で
も、過去に撮影した作品でもOK。

平日開催

心

者歓

迎

金田 誠先生
神奈川・富士通スタジアム川崎
10：30～
アメリカでは野球、バスケットボール、アイスホッケーと並び4
大スポーツとされるアメリカンフットボール。パワーとスピード、
チーム全員が別々の動きをする組織プレーを体感しましょう。

撮影：金田 誠

関東大学サッカーリーグ戦【後期】

●月●日（●）

心

者歓

迎

初

撮影：金田 誠

構図の考え方から三脚の使い方までお教えします

ダミーダミー

ダミー●●先生
●：●～●：●
10月27日（土）ダミー
「オールが水をつかむ！」
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
ボート全日本選手権
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
金田 誠先生
埼玉・戸田ボートコース
未定
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー。
水平方向に移動するボート競技は流し撮りのテクニックを磨く
には最適。背景の選び方、水面への映り込みを工夫して撮影
しましょう。

撮影：●●●
撮影：金田 誠

埼玉・さいたま新都心

西田 省吾先生

撮影：岡野 清人

「全館点灯」を撮る

目の前を自転車が疾風の如く駆け抜ける迫力、躍動感を撮り
ます。スピード感溢れる写真の撮り方を学べます。

撮影：岡野 清人

神奈川県民センター
写真の上達は、撮るだけでなく見ることも重要です。「何が良くて、何が悪かったの
か？」、また「どのようにして撮ったのか？何を表現したかったのか？」を講評します。

迎

初

撮影：天野 中央樹
平日開催

古都 鎌倉 人のいる風景

天野 中央樹先生 神奈川・極楽寺駅周辺、又は妙本寺 10：00～12：00
多くのドラマ撮影でお馴染みの定番スポットで、人がいる風景
を撮影します。人物を入れた撮影の仕方をレッスンします。

撮影：天野 中央樹

●月●日
（●）
11月14日
（水）ダミーダミー
黄金に染まる銀杏並木

ダ内山
政治先生 ダミー
●14●～●
：：
●00
斎藤 志津代先生
東京・光が丘公園
14：00～16
ダミーダ2200ーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー
全長約200ｍの輝くようなイチョウ並木を撮りにいきましょ
ダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダ
う。午後のやわらかい光の中、紅葉の色をどのように表現した
ミーダミーダミーダミーダミーダミーダミーダミー。
らいいかが学べます。

撮影：天野 中央樹

撮影：●●●
提供：東京都公園協会

初心者の方におすすめ

PCC 会員 3,000 円（税込）
一般
4,500 円（税込）

平日開催

S

T

E P 1

講評と実践で上達

コース名▶納得

これで納得撮影術

T

S

T

心

者歓

11月27日（火） 古都鎌倉で光彩生かした紅葉狩り

※別途拝観料がかかります

12月1日（土） きらめく光のフラワーファンタジー

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

※別途入園料がかかります

※ウェブでお申し込みの方には、メールが届きます

お申し込み方法は

E P 2

お電話

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

東京ミッドタウン
17:00～19:00
都内でも有数の美しさを誇る東京ミッドタウンのイルミネー
ションを撮影します。東京タワーも見える都心の風景と木々の
豊富なミッドタウンの組み合わせを狙います。三脚を使用せず
に夜景を撮る方法をマスターします。

2. 開催日・コース名

月

月

03-3230-2605

PCC 事務局 Tel
受付時間 10：00 ～ 18：00（土日祝は除く）

PCC会
員
限定

03-3230-2607

http://www.npopcc.jp
または

ホームページ

参加申込書

撮影：桜田 文洋

npopcc

検索

このページを Fax 用紙としてお使いください

3. 開催日・コース名

4. 開催日・コース名

月

月

日

FAX

日

日

-

ご住所 〒

都 道
府 県
撮影：服部 考規

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。撮影会に参加していない方
でもOK。撮りためた作品をお持ちください。

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

14：00～16：00

日

お名前

12月16日（日） 講評会
東京都内

1. 開催日・コース名

3 通り

PCC 事務局 Fax

ゆうちょ銀行 店名：019（ゼロイチキュー） 店番：019（ゼロイチキュー）
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
2018 年『セミナー・撮影会・写真教室」

14：00～16：00

撮影：早川 幸夫

桜田 文洋先生
栃木・あしかがフラワーパーク 17：00～19：30
関東三大イルミネーションのひとつ、足利フラワーパークでお
すすめ撮影スポットを回ります。豪華な光の演出が見事です。

E P 3

撮影と講評でワンランク上の写真に！

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。撮影会に参加していない方
でもOK。撮りためた作品をお持ちください。

撮影：内山 政治

早川 幸夫先生
神奈川・北鎌倉
10：00～12：30
北鎌倉周辺の寺院で、光とモミジの彩を生かした撮影です。光
のとらえ方、紅葉の綺麗な色の表現、カメラ設定が学べます。

お申し込み～お申し込み完了までの流れ

郵便局

初

東京

屋形船行きかう隅田川夕景編

内山 政治先生
東京・隅田川大橋及び永代橋付近 16：30～19：30
夕闇をゆったりと進む屋形船。江戸情緒残る屋形船の光跡と
ビル群の明かりを隅田川大橋から撮りつつ、夜景風景の撮り
方を学びます。

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

撮影：西田 省吾

東京ミッドタウンイルミネーション

11月18日（日）11：00～13：00 12月15日（土）18：00～20：00
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鶴見線沿線の昭和レトロな風景

12月12日（水） テレビドラマロケ地めぐり

S

11月18日（日） 青く輝く都会のオアシス

講評会 写真を読む

平日開催

天野 中央樹先生 神奈川・国道駅、海芝浦駅 16：00～19：00
「釣りバカ日誌」や 「男女7人秋物語」に登場した大都会の
秘境・鶴見線沿線を撮影。昭和を感じる廃虚感のある駅舎を
光と影で表現、秘境駅で夕日と電車を撮影します。

13：00～16：30（予定）

東京・ちよだプラットフォームスクエア

12月21日（金） 横浜・みなとみらいの冬のイベント

室内で撮影知識などを養う講習会

撮影：中田 達男

天野 中央樹先生 神奈川・三渓園
13：00～15：00
「坂の上の雲」のロケ地となった横浜三渓園。紅葉真っ盛り
の三渓園で、紅葉の切り取り方、色の出し方をレッスンします。

電 話、FAX ま た は ホ ー ム
ページから参加登録します

10月14日（日） 講評会

者歓

※別途入園料がかかります

撮影：桜田 文洋

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。
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い合わせください。
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。

11月4日（日） 駆け抜ける疾風

服部 考規先生

心

11月9日（金） やっぱり紅葉！ いつもと違う秋発見！

11月10日（土） テレビドラマロケ地めぐり

撮影：金田 誠

迎

撮影：岡野 清人

11月3日（土・祝）裏ヨコストリートスナップ
横浜・野毛～馬車道周辺
10：30～12：30

平日開催

撮影：内山 政治

中田 達男先生
東京・国営昭和記念公園
9：10～12：00
11月の昭和記念公園は秋色いっぱい。毎年同じアングル、構
図にならない新たな被写体発見眼を養いましょう。

12月9日（日） テレビドラマロケ地めぐり

各イベントの参加費は、それぞれ

10月8日（月・祝）帆船「日本丸」の総帆展帆撮影
横浜・桜木町
10：00～12：00

横浜みなとみらい・桜木町周辺 17：30～19：30
恒例、横浜・みなとみらいの冬のイベント「全館点灯」を撮影
します。また、併せて行われている、みなとみらいのイルミネー
ションやキャンドルアートなどを三脚を使用して撮影します。

平日開催

の講座は、撮影会とセミナー、もしくは午前午後の両方に参加されると 1,000 円引きになります。

そうはんてんぱん

平日開催

撮影：内山 政治

お 申 し 込 み は コ チ ラ ▼

※事前にご自身で入場チケットをご購入ください

最近、注目されている「裏ヨコ」といわれる横浜の隠れた街並
みを撮影します。メジャーな横浜の風景とは異なり、古くからあ
る横浜独特の街並みを歩きながら、被写体の見つけかたのポ
イントを解説します。

東京の小さなパリ・神楽坂編

※別途モデル代2,000円がかかります

アメリカンフットボールXリーグ

総帆展帆（そうはんてんぱん）とは、すべての帆を広げること。
横浜・みなとみらいに展示されている帆船「日本丸」の作業風
景を撮影します。

者歓

11月25日（日） 都会のオアシスさんぽ

ラグビー関東大学リーグ戦

岡野 清人先生

内山 政治先生
東京・神楽坂界隈
15：30～18：00
石畳の路地、おしゃれなカフェ。パリを思わせるたたずまいの
神楽坂で夕方の街角風景を切り取ります。

※別途入園料がかかります

撮影：種清 豊

コース名▶関東スポーツクラブ

金田 誠先生
東京・秩父宮ラグビー場
11：30～
15人制ラグビーの魅力は、鍛えられた強靭な肉体がぶつかり
あう迫力と組織的なチームプレー。男たちの躍動感、ダイナ
ミックさを撮ります。※事前にご自身で入場チケットをご購入ください

フォト・メソッド

撮影：種清 豊

浅草

10月7日（日） チームプレーで陣地を確保、

コース名▶メソッド

内山 政治先生
東京・小石川植物園
10：00～12：00
一歩園内に入ると、とても都心とは思えない景色が広がる名
勝。緑あふれる東京大学付属小石川植物園の風景を撮りつ
つ、被写体の見つけ方、また何をどう撮るかを学べます。

三渓園で紅葉色を切り取る

11月10日（土） 力とスピード、

様々な被写体を撮る

10月7日（日） 都会のオアシスさんぽ

桜田 文洋先生
群馬・北部運動公園
17：00～19：00
暗くなると世界が夢物語に変わる北部運動公園のイルミネー
ション。三脚を使いじっくり撮影します。スローシャッターの特
徴を生かしカメラ、レンズを動かして普段と違う作品に仕上げ
ましょう。

12月8日（土） レンズを生かして切り取る師走の浅草

PCCスポーツクラブ

12月2日（日） 都会のオアシスさんぽ

12月9日（日） ファンタスティックな夜を満喫

皇居東御苑
10：00～12：00
旧江戸城址に広がる皇居東御苑では、四季折々の野草やいき
ものを見ることができます。主役である花を引き立てるための
フレーミングを考えて小さな秋をみつけましょう。花の撮影が
好きな方にオススメです。

迫力のあるシーンを激写

金田 誠先生
東京・西が丘サッカー場
未定
撮影のポイントはボールを奪う瞬間、ゴール前の競り合い、
キーパーの動きなど。しっかりとボールを画面に入れ、迫真の
シーンを切り取ります。※事前にご自身で入場チケットをご購入ください

ワンデイ撮影塾

心

※別途入園料がかかります

※別途入園料がかかります

初

撮影：中田 達男

12月21日（金） おさらい会

神奈川

撮影：種清 豊

11月4日（日） ちいさな秋をさがそう

夕照から日没後のブルーモーメント、さらに夜の空港をドラマ
チックに撮りましょう。光の色が変化する中、それに合った表
現を楽しみます。

コース名▶ワンデイ関東

日本最古の植物園・小石川植物園編

バラの質感を表現

空港から少し離れた所から離発着する姿を狙います。ピント、
構図にも気を配り、ベストショットをモノにしましょう。

11月中旬

栃木・群馬・東京・神奈川

その場所ならではの風景を撮る

フィルターワークや色表現を学んでみたい方にオススメ

平日開催

10月3日（水） 城南島から見る飛行機の勇姿
東京・城南島海浜公園
14：10～16：40

埼玉・東京・神奈川

東京

初

初

心

迎

中田 達男先生
早川 幸夫先生

コース名▶ダブル

迎

東京・神奈川

２人の講師と撮影レッスン

）

（

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し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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10月14日（日） 大正ロマン漂う白壁地区を巡る
名古屋市 文化のみち
9：30～12：00

三島付近

第1回10月20日（土）

10：30～13：00
第2回11月10日（土）

※別途モデル代2,000円がかかります

撮影：佐々木 勇

静岡

12月8日（土） 名駅ビル群の

クリスマスイルミネーション

11月の土曜夜

11月30日（金） 大阪城でウィークデイの紅葉を

撮影：木方 清二

12月20日（木） 都会の夜の光・イルミネーションと

ともにファンタジックな世界へ

撮影：因幡 雅文

12月22日（土） 大阪港の夕日と海遊館の

心

撮影：木方 清二

者歓
迎

初

木方 清二先生
大阪・大阪港
16：00～18：00
夕日の名所ダイヤモンドポイントから手持ちで夕日を撮影。そ
の後、
マジックアワーに合わせて海遊館付近のイルミネーショ
ンの撮影を楽しみます。

29

港町のスナップを楽しんだ後に、１年で一番条件が整うスポッ
トで夕日撮影をします。光の量を変えて、普段の撮影から脱皮
した撮影を実習します。

初心者の方におすすめ

心

者歓

林 貴美先生

平日開催

撮影：中田 達男

ヒコーキ撮影の達人と楽しむ

空港フォトさんぽ

コース名▶ヒコーキ

仲間と一緒に、夢のある乗りもの「ヒコーキ」を
楽しく追いかけましょう♪

10月16日（火） 流し撮りレッスン

東京・羽田空港
16：00～18：00
飛行機に乗るための場所「空港」は、魅力的な被写体の宝
庫。躍動感あふれるヒコーキ写真を撮りましょう。流し撮りを
失敗しない３つのコツが学べます。

撮影：渡邉 繁信

撮影：林 貴美

11月22日（木） 月にむかって飛ぶヒコーキを撮る
神奈川・川崎
14：45～17：30

平日開催

時速300kmで離着陸するヒコーキを撮るには、コツが必要で
す。単なる飛行機図鑑写真を卒業して、ワンランク上のヒコー
キ写真にするテクニックやヒコーキと月のコラボ写真を撮る３
つのコツが学べます。

撮影：渡邉 繁信

撮影：林 貴美

12月15日（土） エアポートクリスマスを楽しむ
東京・羽田空港
15：30～18：00

11月7日（水） 紅色に染まる弥彦公園

カメラスケッチ

動きものを撮るのが苦手な人、おしゃれなスナップを撮りたい
人におすすめです。クリスマスシーズンの空港で動きのあるス
ナップ写真の撮影テクニックを学びます。

撮影：林 貴美

撮影：渡邉 繁信

撮影：因幡 雅文

石川

なにを!!どう撮る？

撮影：木方 清二

コース名▶いきいき石川

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

川瀬 陽一先生

心

神奈川

者歓

撮りたい物の発見術から表現術まで
マスターできますよ！

早川 幸夫先生
平日開催

カメラ散歩

平日開催

撮影：川瀬 陽一

撮影：クキモト ノリコ

モデルさんとの会話が大切です！

10月12日（金） モデルさんと洋館散策

11月28日（水） モデルさんと古都めぐり
鎌倉・江の島付近
10：00～12：30

撮影：早川 幸夫

12月15日（土） モデルさんとイルミネーション
横浜みなとみらい付近

撮影：川瀬 陽一

15：30～18：00

夕景とイルミネーションの光を生かし、どうしたら綺麗に人物
撮影できるか、学べます。ストロボの使い方も同時にやります
よ！

12月15日（土） アートスポット カメラ散歩
21 世紀美術館界隈
13：00～15：30

21世紀美術館は世界的な人気を誇る現代アートの美術館。交
流ゾーンには現代アートが一杯。カラフルポップなアートを見
て感じて撮ってみましょう！※別途入館料がかかります

者歓

コース名▶ポートレート

※別途モデル代2,000円がかかります

アメリカ楓の紅葉の美しいいしかわ四高（しこう）記念公園か
ら、兼六園の美を探るカメラハイク。どこから見ても美しい紅
葉を、こころ優先で切り撮りましょう。
※別途入園料がかかります

ポートレート撮影塾

心

モデル撮影の基本、素敵なポージング、その2点を見つけるこ
とで一味違うモデル撮影ができます。

11月24日（土） アメリカ楓のさんぽ道 紅葉めぐり
四高記念公園～兼六園界隈 13：00～15：30

撮影：米澤 確

若さ溢れ活発な動きのあるモデルさんを撮影

横浜山手付近
10：30～13：00
横浜山手の町並み、洋館を背景にしてのモデル撮影です。モデ
ルさんを引き立てるボカシ方などモデル撮影に必要な設定が
学べます。※別途モデル代2,000円がかかります
イメージ

10月20日（土） 昔ながらの茶屋・寺院連なる寺町を
にし茶屋街～寺町寺院群
13：00～15：30
金沢三茶屋街の一つで昔からの雰囲気が残る『にし茶屋街』
から、約70の寺院が集まる寺町寺院群を歩きます。歴史のあ
る建築が続く街並みを、構図を意識して撮ってみましょう。

11月14日（水） 秋彩あふれる赤目四十八滝をフォトハイク

米澤 確先生
三重・赤目四十八滝
9：45～12：00
白糸のような美しい滝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り取り、シャッタースピードの違いを
体感しましょう。

東京・神奈川

平日開催

10月31日（水） 秋色に染まる古城「懐古園」

新潟・弥彦公園もみじ谷
9：30～12：00
池に映り込む色づくモミジやもみじ谷の紅葉と朱色の橋との
コラボが撮れます。遊歩道のトンネルから見る紅葉も魅力的な
被写体のひとつで、アングルと構図が学べます。

11月7日（水） カメラで描く六甲高山植物園の紅葉

クキモト ノリコ先生 兵庫・六甲高山植物園
10：00～13：00
六甲高山植物園の紅葉を、明るさやホワイトバランスなどを駆
使して自由に表現しましょう。今までとはひと味違う紅葉撮影
にチャレンジ。※別途入園料がかかります

平日開催

イルミネーション

平日開催

撮影：米澤 確

10月18日（木） 秋の万博記念公園、

因幡 雅文先生
大阪・万博記念公園
10：00～12：00
万博記念公園のコスモスは、8品種、約30万本。一面に広がる
コスモスの豊かな表情と色合いを秋の光とともに表現してみま
せんか。露出と色再現、アングルによる花の表情の違いなどを
学べます。※別途入園料がかかります

平日開催

因幡 雅文先生
大阪・中之島ＷＥＳＴ～淀屋橋界隈 17：00～19：00
中之島ＷＥＳＴから淀屋橋にかけては、都会の夜の表情と光
が溢れています。イルミネーションや夜景の撮影方法について
基礎から応用まで学べます。

平日開催

機能美溢れる、
工場群を巡るフォト散歩

米澤 確先生
大阪・大正区付近
9：00～11：00
大阪大正区に並ぶ、工場の数々。よく見ると、そこはアートの
巣窟です。撮影ポイントの見つけ方から、切り取り方を学びま
しょう。

撮影：米澤 確

X'masイルミネーションで華やぐ”みなとみらい”で、クルマ・遊
園地の光跡、船と高層ビルの夜景を、三脚を使い本格的に撮
影します。見るだけではもったいない！その感動をていつまで
も残しましょう。

撮影：西田 省吾

10月10日（水） 秋風誘う越後丘陵公園

長野・小諸城址公園「懐古園」13：00～15：30
戦国時代豊臣秀吉天下統一のとき完成した小諸城。大正時
代に城址公園として整備された懐古園で、400年の時を物語
る苔むした石垣やモミジなどが撮れます。どう撮れば良いか主
役と脇役を学ぶことができます。※別途入園料がかかります

10月5日（金） もはやアート !

撮影：中田 達男

12月22日（土） いろんな光跡：みなとみらい版
みなとみらい地区
16：15～19：00

写真を撮り始めて年数の浅い人もお越しください

※別途入場料がかかります

独学でやってきた方、本格的に習得したい方はぜひ

11月12日（月） 秋谷海岸で夕景をモノにする！
立石公園
15：00～18：00

コース名▶ワンデイ新潟・長野

新潟・国営越後丘陵公園
13：00～15：30
季節の花が観賞できる国営越後丘陵公園。咲き乱れるコスモ
スやバラなど秋の草花を題材に撮影します。感動した花を「ど
う撮ればよいのか」、アングルと構図を学ぶことができます。

コース名▶テクアップ

撮影テクアップ講座＜長秒露出シリーズ＞

迎

須磨アクアイルミナージュを感性で切り取る

室内で撮影知識などを養う講習会

者歓

10月20日（土） 港町スナップ、そして黄昏を撮る
木方 清二先生
大阪・大阪港付近
16：00～18：00

米澤 確先生
兵庫・須磨水族館
17：00～19：00
12月の須磨水族館は被写体の宝庫！ 色々な飾り付けが賑
やかな様子を作品にしましょう。ナイトイルカショーの撮影
も。※別途入館料がかかります

撮影：西田 省吾

自分の思うがままに撮れるようになる

ワンデイ撮影塾

長秒露出を身につける！

輝く海、流れる雲、沈む太陽、遠くに富士山……。かながわ景
勝50選の景色をあなたはどう撮りますか？ 難しい夕景を、作
画意図に合うようシャッター速度、絞り、WBを駆使して感動を
残すことができます。

迎

12月8日（土） クリスマスを感じる、光の水族館

平日開催

心

コスモスを優しく可憐に表現

木方 清二先生
大阪・大阪城公園
10：00～12：30
いろいろな形や色を見つけて楽しみ、あなたの秋を表現してみ
ましょう。大阪城公園に散らばる紅葉を丁寧に探して撮影しま
す。

平日開催

カメラ散歩

平日開催

ゆっくりとスナップ

講座風景イメージ

迎

平日開催

渡邉 繁信先生

コース名▶ワンデイ関西

平日開催

撮影：因幡 雅文

新潟・長野

上空400km！
ISS国際宇宙ステーションを狙い撃ち！

ワンデイ撮影塾

風景を紅葉とともに切り取る

10月16日（火） 東京モノクローム

丸の内界隈
16：00～18：00
撮りどころの多い東京丸の内。時間帯によって様々に変わる
街の表情を撮ります。日中とは違う被写体の探し方、表現の仕
方を楽しめます。三脚なしでもブレにくい撮り方も学べます。

普通の撮影に飽きてしまった方大歓迎

見どころ、撮りどころいっぱい

因幡 雅文先生
奈良・奈良公園～浮見堂界隈 10：00～12：00
歴史の街、奈良。京都とは違った表情を見せる奈良の紅葉を
風景とともに切り取ってみませんか。光を活かした色鮮やかな
表現方法や撮影ポジション、構図を学べます。

中田 達男先生

撮りたいイメージを具体化する方法を学びましょう

コース名▶天体ハンター

伊豆半島ジオパーク内会議室
未定
「ISS国際宇宙ステーション」はカメラで撮れば形状が見られ
ます。ISSの軌道の調べ方もレクチャーしますので、後日何度
でも撮影できますよ。天気がよければ撮影実習も行いますので
カメラをご持参ください。

11月27日（火） 奈良公園～浮見堂、秋の奈良の

神奈川

迎

撮影：佐々木 勇

者歓

天体ハンターが撮影のコツを伝授！

加藤 純一先生

名古屋市内
16：00～18：30
名駅ビル群の有名撮影スポットから名駅のビル群を狙います。
日没前後のマジックアワーから夜景の長時間撮影までを体験
できます。

心

12月15日（土） 暮れる街を行く

撮影イメージ

実は一眼レフで撮れるんです！

四季彩フォトレッスン

初

世界デザイン博覧会のパビリオンとして造られた中部最大の
回遊式日本庭園です。スローシャッターや長時間露光で水の
流れやライトアップを撮影します。※別途入園料がかかります

コース名▶四季彩

丸の内界隈
14：30～16：30
いつもとは違う目線で「モノクロの街」を撮ります。モノクロ撮
影ならではの被写体の探し方、表現法が学べます。色彩に頼る
のではなく、陰影の美しさを表現する、光を操る醍醐味を味わ
いましょう。

三島は富士の湧水の「水の街」です。その風景の中にモデルさ
んを入れて、人物撮影の基礎を学びます。そして1回目、2回目
とステップアップしていきましょう。

撮影：佐々木 勇

季節や年ごとの定点撮影

西田 省吾先生
平日開催

11月24日（土） 中部地方最大、平成の名庭園を撮る
名古屋市 白鳥庭園
14：30～17：00

平日開催

東京

モデル撮影は、結婚式や旅行など
人物を入れた撮影にも役立ちますよ

モデルさんと富士の湧水風景めぐり

大戦の爆撃から奇跡的に残された名古屋東山の白壁地域に
は、大正時代に建てられた建築物が多く残され、展示されてい
ます。撮影ポイントや撮り方、構図つくりを主体にご紹介しま
す。※別途入館料がかかります

大阪・兵庫・奈良・三重

者歓

初

早川 幸夫先生

静止画撮影から動体撮影を目指す方必見

心

初

モデル撮影入門

コース名▶モデル入門

初

静岡

人物撮影に興味ある方必見！

初

者歓

初

佐々木 勇先生

初

ワンデイ撮影塾

心

迎

コース名▶ワンデイ愛知

迎

四季の彩りを楽しむ

迎

愛知

※別途モデル代2,000円がかかります

撮影：早川 幸夫

撮影：川瀬 陽一
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渡邊 翔一先生

スタジオでの撮影をしたことがない人大歓迎！

ポートレート撮影
大阪市内スタジオ

10月9日（火）11月7日（水）12月5日（水）

米澤 確先生

平日開催

※別途モデル代、スタジオ代として3,000円かかります

中村 敏郎先生
川瀬 陽一先生

躍動感を感じさせるスポーツ写真を堪能しましょう

楽しく激写しよう !

コース名▶スリーステップ

スリーステップ写真塾

心

者歓

講評・講義・実習の三本セットでぐんぐん腕前アップ！
連続参加も、一回だけの参加も OK です

撮影：米澤 確

京都府立植物園

撮影：川瀬 陽一

撮影：中村 敏郎

カメラハイク

撮影：川瀬 陽一

12月16日（日） 海の生き物たちを見て感じて撮る
京都水族館
13：00～15：00

迫力の南禅寺
三門包む燃える紅葉

和歌山・和歌山城
13：30～16：00
和歌山城西の丸御殿に造られた「紅葉渓庭園」や城内の紅葉
を散策し、秋の風景を撮影します。天守閣や石垣、堀など背景
を生かした写真を学びます。

京都教育文化センター（講座）13：00～14：00
南禅寺（撮影）
14：30～16：30
高さ22ｍを誇る禅様式の三門周辺は紅葉スポット。圧巻の迫
力を持つ三門の周りを燃えるような紅葉が取り囲みます。ここ
では、主役と脇役を伝授します。

雑貨や料理をステキに写す

撮影：川瀬 陽一

撮影：川瀬 陽一

AUTO でしか撮っていない、カメラの使い方に自信
がない、そんな方でも安心してご参加いただけます

田邊 和宜先生

11月26日（月） カメラで描く栗林公園の紅葉
栗林公園

心

者歓

みんなでカメラ談義を楽しみましょう！

10 月 28 日（日）広島西区民文化センター
11 月 18 日（日）福岡県立美術館
12 月 9 日（日） 大阪産業創造館

13：00～15：30

スタジオ Hakuja（はくじゃ）

心

思い通りに撮れるようになる
ヒントが得られます
み

た

ら

渡邊 翔一先生

い

10月21日（日） 御手洗さんぽ

大崎上島
13：00～15：00
古い町並みが残る観光地として有名な御手洗地区で、町どり
の被写体の見つけ方、活かし方、旅写真の撮影ポイント等を学
習します。※別途バスツアー代（8,000円程度）がかかります

平日開催

撮影：倉本 雅史

12月16日（日） 作品講評

季節のスナップ

心

者歓

はじめてカメラを買って右も左もわからない人もぜひ

10月30日（火） お寺の中の西洋式バラ園を訪問
奈良・霊山寺
10：00～12：00

平日開催

12月2日（日） 温室ならではの個性的な花風景
鶴見緑地内 咲くやこの花館 10：00～12：00

花も少なく寒さ厳しい季節。そんな季節でも温室に行けば様々
な花が咲いていて快適な撮影が楽しめます。温室の環境を活
かした花マクロ撮影を学びましょう！

12月2日（日） クリスマスパーティー撮影会
スタジオ Hakuja（はくじゃ）

PCC写真教室の詳細は

大阪・兵庫
被写体の見つけ方や
構図の決め方などを
丁寧にレクチャーします

田邊 和宜先生

大阪と兵庫を仲間と探検

関西探検隊

コース名▶探検隊

街歩きスナップを楽しみましょう

10月21日（日） 関西探検隊・寺田町

大阪・寺田町～林寺町
10：00～12：00
寺田町はアベノハルカスを眺めるポイントとしておすすめの場所です。このような大阪ラ
ンドスケープの撮影ポイントにご案内します。

11月10日（土） 神戸三宮夕景スナップ

●先生と行動を共にすると、被写体の探し方がよくわかった
●講評はちょっと辛口だったけど、今後の撮影の方向性のヒントが得られた
●天気が悪かったのですが、水溜りや水滴の撮りかたなどを教わって、雨の日なら
ではの撮影に夢中になりました

室内で撮影知識などを養う講習会

平日開催

平日開催

心

者歓
迎

webからもご確認できます。

撮影：國政 寛

※別途入館料がかかります

一足先にクリスマスパーティー！友人に送るXmasカードをイ
メージしながら撮ってはいかがですか？テーブルコーディネート
以外にもXmasのデコレーションを飾ります。撮影後のお茶会
も楽しんで下さい。※別途お茶、お菓子代がかかります

●きめ細かい指導で、先生の作品も見ることができて予想外の収穫！

スマホからQRコードをご活用ください

撮影：國政 寛

※別途入園料がかかります

参加者の声
撮影：渡邊 翔一

撮影：國政 寛

出合いを求めて

11月27日（火） 広大な日本庭園で撮る紅葉風景
大阪・万博記念公園
14：00～16：00

撮影：小林 弥生

広島市 西区民文化センター 10：00～12：00
撮影実習の作品講評、コンテスト等に向けた作品作りのアドバイスと次回実習のワンポ
イント講習です。実習に参加されていない方でもOK。ぜひ、自信作をお持ちください。

撮影会に参加希望の方は申込方法をチェック→P.26

コース名▶季節のスナップ

日本の造園技術の粋を集めた広大な庭園で、真っ赤に染まっ
たカエデを撮影。計算しつくされた庭園の秋の表情を狙いま
す。。※別途入園料がかかります

石庭をめぐる

東広島市 仙石庭園
10：30～12：30
東広島市高屋にある、巨石と滝、石と風景の作りこみが見事
な庭園です。紅葉・滝・石庭等、じっくり、いろいろな撮影を楽
しめます。※別途入場料がかかります

秋の関西を満喫

マクロ撮影作品に個性を出したい方、
作風の幅を広げたい方大歓迎

万博記念公園
10：00～12：00
晩秋の万博記念公園は、燃えるように染まる紅葉で埋め尽くさ
れます。光や背景処理を意識しながら構図を考え、ボケを活用
して幻想的な紅葉風景を撮影しましょう！

11月4日（日） アリスのティーパーティー撮影会

霊山寺には、200種2000株が咲き誇るバラ園があります。マクロや望遠でバラの美し
さを演出してみましょう。※別途入山料がかかります

11月18日（日） 幽玄の世界に迷い込んだような
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大阪・奈良

コース名▶ウォッチング

コース名▶花マクロ

11月18日（日） 光あふれる幻想的な紅葉風景との

10：00～12：00

迎

倉本 雅史先生
小林 弥生先生

初

町撮りの魅力、観光写真の楽しみ方がわかる

フォト・ウォッチング

自然光いっぱいのスタジオで、光の読み方を学びながらポスト
カードやインスタ映えするようなお洒落な写真を撮りましょう。
撮影後は、セッティングされたスイーツでお茶をいただきながら
疑問や質問にお答えします。※別途お茶、お菓子代がかかります

※別途お茶、お菓子代がかかります

撮影：田邊 和宜

國政 寛先生

万博記念公園
10：00～12：00
見渡す限りのコスモス畑。漠然と撮影していては主題が曖昧に
なりかねません。多くの花の中から心惹かれる主役を選び、
マ
クロで個性的にコスモスを撮影します。※別途入園料がかかります

10：00～12：00

者歓

迎

広島

構図の使い分け方を知ると、写真が見やすくなり、さらに作品
のバリエーションを増やせます。何気なく撮影した写真が大き
く変わるでしょう！

撮影：クキモト ノリコ

多彩で幻想的な写真を目指す

ステップアップ花マクロ

あなただけの主役を見つけよう！

10月7日（日） ハロウインパーティー撮影会

不思議の国のアリスで登場するティーパーティをテーブルコー
ディネートします。カラフルなスイーツを楽しく撮影。撮影後は
皆でお茶会です。カメラの話をしましょう。

10：00～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00

大阪

10月14日（日） 一面に広がるコスモス畑から、

スタジオ Hakuja（はくじゃ）

写真の基礎を固めたい方におすすめです

「構図」の講座

栗林公園の紅葉を、明るさやホワイトバランスなどを駆使して
自由に表現しましょう。
※別途入園料がかかります

コース名▶いいね！

撮影：中村 敏郎

撮影：中村 敏郎

コース名▶テーブルフォト

初

平日開催

褒められたい作品作り

大阪・広島・福岡 「いいね！」と言われる写真術！

初

クキモト ノリコ先生

初

今までとは違う紅葉撮影にチャレンジ

ワンデイ撮影塾

者歓

迎

香川

心

撮影：中村 敏郎

エアポートイルミネーション

10：00～12：00

コース名▶ワンデイ香川

撮影：中村 敏郎

12月10日（月） 夕暮れの飛行機と

大阪・関西国際空港
15：00～18：00
夕暮れの空港で夕陽からマジックアワーまで撮影します。宝
石をちりばめたような夕暮れの滑走路。離陸の準備で慌ただ
しく動き回る人。出発を待つ飛行機やターミナルなどをドラマ
チックに撮影する方法を学びます。

テーブルフォトの撮り方

曽根 明壽美先生

国内最大級の内陸型水族館。12のエリアで、約250種の海や
川の生き物が展示がされています。ここでは、主役と脇役で作
品つくりを学習します。※別途入館料がかかります

撮影：川瀬 陽一

11月17日（土） 京の秋

京都

平日開催

紀州藩徳川家の城
和歌山城の紅葉

迎

三井寺をカメラ散歩！

撮影：川瀬 陽一

者歓

11月26日（月） 歴史の舞台

晩秋の奈良公園をフォトスケッチ

大原 三千院界隈
13：00～15：00
森林と清流が満喫できる長閑な大原の里。真っ赤なもみじで
埋め尽くされる光景を時々の光で表現してみよう。光の見方を
伝授します。※別途拝観料がかかります

心

友ヶ島

志賀直哉旧居（講座）
13：30～14：30
奈良公園（撮影）
14：30～16：30
色鮮やかな紅葉と鹿・落ち葉もみじ・鹿と戯れる観光客など奈
良公園の晩秋の風景から題材を見つけ撮影する方法を学びま
す。※別途入館料がかかります

11月25日（日） 美しい紅葉に差し込む光のなかを

何を撮ればよいのか、どう撮ればよいのかを
撮影を通して学びます

和歌山・友ヶ島
13：30～16：30
紀淡海峡に浮かぶ友ヶ島はレンが造りの旧日本軍要塞がその
まま残ります。
「ラピュタの島」とも呼ばれるノスタルジックな
風景を巡りながら撮影します。※別途乗船料がかかります

12月1日（土） 古都奈良の秋風景

撮影：川瀬 陽一

※別途入園料がかかります

12月2日（日） 近江八景
『三井の晩鐘』で知られる
三井寺（園城寺）
13：00～15：00
天台寺門宗の総本山。境内に鐘楼、国宝の金堂、三重の塔な
ど国宝が立ち並びます。紅葉の名勝もあり、ここで主役と脇役
のお勉強です！※別途拝観料がかかります

13：00～15：00

東山連峰や北山の峰々に囲まれた景勝地にあり、四季折々に
花々の競演が楽しめます。ここでは、レンズの特性を生かし、
前ボケ・後ボケ・玉ボケをマスターしましょう！

11月10日（土） 日本の夕日100選
『長浜の夕日』
豊（ほう）公園
15：30～17：30

豊臣秀吉が築城した長浜城の跡地に整備された豊公園。この
時期は、水鳥たちの飛来もあり絶好の夕陽スポットです。事前
レクチャーで納得の一枚を目指します。

撮りたい物の発見術から表現術までマスターできますよ！

10月27日（土） 早秋の花木を求めてカメラ散歩

10月14日（日） 絶景に感動！ 天空のテラス
びわ湖バレイ／びわ湖テラス 13：00～15：00

※別途ロープウェイ代がかかります

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

川瀬 陽一先生

撮りたい物の発見術から表現術までマスターできますよ！

遮るものなく琵琶湖を見渡せる天空のテラス！ 下界より一
足早く木々が赤や黄色に美しく色づくびわ湖バレイ。見て感じ
て、絶景の表現術をマスターしましょう。

なにを!!どう撮る？

心

関西フォトスケッチ

志賀直哉旧居（講座）
14：30-15：30
東大寺二月堂（撮影）
16：00-18：00
土塀と石畳が映える東大寺二月堂裏参道の夕暮れ。沈む夕日
に浮かぶ大仏殿を撮影します。刻々と変化する夕暮れの風景に
合わせ、カメラの設定を変えながら撮影する方法を学びます。

初

川瀬 陽一先生

京都

初

初

コース名▶いきいき滋賀

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

コース名▶いきいき京都

迎

なにを!!どう撮る？

迎

滋賀

心

者歓

中村 敏郎先生

コース名▶フォトスケッチ

10月16日（火） ノスタルジックな廃墟の無人島

※別途入館料がかかります
者歓

和歌山・大阪

ちょっと気分はフォト旅

10月28日（日） 古都奈良の秋風景

古代のロマンを感じる二月堂の夕暮れ

京都・鴨川河川敷
10：00～12：00
毎年恒例の京都師走行事。速さを競わず、サンタの衣装を着て
楽しく走る"サンタマラソン"。雰囲気ある鴨川河川敷を行く、
沢山の愉快なサンタのランニング姿を撮ってみましょう。

撮影：渡邊 翔一

京都・奈良

３つの要素で写真力UP

初

者歓

初

初

PCCスポーツクラブ

心

12月23日（日・祝）京都鴨川を赤く染める"サンタマラソン"を

14：00～16：00

自然光を意識した室内での撮影をします。自然光メインで撮れる
スタジオなので、ストロボの扱いがわからなくても大丈夫です。

コース名▶スポーツクラブ関西

迎

大阪・京都

はじめてのスタジオポートレート

新しいモノにチャレンジ

迎

コース名▶はじめてのポートレート

迎

大阪

これでスタジオ撮影も怖くない！

初心者の方におすすめ

兵庫・三宮 旧居留地
16：00～18：00
夕暮れスナップが撮りやすい季節。今回は、異国情緒があふ
れる神戸三宮の旧居留地を夕方に散策します。ふだんとは違う
夕方の時間帯にスナップ撮影を楽しみます。

撮影：田邊 和宜

12月2日（日） クリスマススナップ

大阪・梅田
16：00～18：00
クリスマスイルミネーションや夕景を都会的にオシャレに撮影します。多重撮影やソフト
フィルターの使い方を簡単に解説します。

30

小灘 敬子先生

この賞は、世界基準で通用する作品を探している一方、子ど
もたちでも感じ取れる作品の強さも同時に求めています。
今年も世界での活躍を望む写真家の、力あふれるドキュメ
ンタリー写真のご応募をお待ちしています。

応募要項

表彰

応募要項、応募用紙はnationalgeographic.jpをご覧ください。

・グランプリ

選考基準

・最優秀賞

撮影：小灘 敬子

プロカメラマン、プロに準ずるハイアマチュア

応募受付期間

撮影：小灘 敬子

野田 益生先生

東京都江戸川区臨海町5-2-2

日経ナショナル ジオグラフィック社

読者サービスセンター

者歓

撮影：小林 弥生

田中 頼昭先生

初心者も安心

撮影：小林 弥生

コース名▶カメラ散歩

季節の美を求めてぶらり山陰カメラ散歩

心

者歓

写真仲間とあちこち行ってみたい方はぜひ

10月13日（土） 鬼太郎カムバック！ 新しくなった

水木しげるロードで楽しい写真を

鳥取・境港市 水木しげるロード

10：00～12：00

撮影の前にカメラの設定・ISO 感度・シャッタースピード・
絞り・構図を実際に撮影前に学び楽しめます。

水木しげるロードがリニューアルされました。創造性をかきた
て、おもいきって自由に表現しましょう。持参のスマホも堂々と
主役で活躍してもらいましょう。

撮影：田中 頼昭

が く え ん じ

11月17日（土） 出雲の古刹鰐淵寺の紅葉
島根・出雲市 鰐淵寺
10：00～12：00

遠賀川の河口付近にあるレース場で勢いのあるボートを狙い
ます。スタートの瞬間・コーナーでのせめぎあいの時の水しぶ
きなどの瞬間を切り取りましょう。※別途入場料がかかります

撮影：野田 益生

11月24日（土） 秋の太宰府政庁跡のモデル撮影で

弁慶が修行したといわれる鰐淵寺。出雲路の山奥に紅葉と落
ち葉に埋もれているかのようなたたずまいは撮影意欲をそそり
ます。広角や望遠等レンズの使い分けを意識して、紅葉の雰囲
気を伝えましょう。※別途拝観料がかかります

撮影：田中 頼昭

12月8日（土） 鑑賞・講評

季節を感じませんか！

島根・松江市 市民活動センター 10：00～12：00
これまで撮った作品について鑑賞・講評します。SNSを活用した写真情報の発信・共有
について学びます。

太宰府政庁跡

第１部 11：00～13：00 第２部14：00～16：00

福岡の太宰府市に太宰府政庁跡があります。季節を感じなが
ら、紅葉とモデルさんを撮影しましょう！
※別途モデル代が2,000円かかります

撮影：野田 益生

室内で星景撮影のお勉強をしてからカメラの設定をし実際に
星空の動画をカメラで撮影します。

楽しく学べる

デジタルカメラ・ステップアップ講座

野田 益生先生
撮影：野田 益生

コース名▶ステップアップ山口

心

者歓

迎

山口

12月2日（日） キラキラ星空撮影実践セミナー
福岡市内
14：00～17：00

撮影の前にカメラの設定・ISO 感度・シャッタースピード・
絞り・構図を実際に撮影前に学び楽しめます

10月7日（日） 動きのある被写体にチャレンジ
ボートレース下関
15：00～18：00
コース名▶一から学ぶ

一から学ぶデジタル一眼レフ

園田 法文先生

心

者歓

迎

福岡

その日から写真が楽しくなる！

再生用データ
（ブランドマーク）
日本取引所グループ ブランドマーク

東京証券取引所 ブランドマーク
日本取引所自主規制法人 ブランドマーク
大阪取引所 ブランドマーク

長府庭園

第１部 11：00～13：00 第２部14：00～16：00

山口県下関市の東部に位置する「城下町・長府」の庭園で、季
節を感じながら、紅葉とモデルさんを撮影しましょう！ ※別途

広い花園に青い空…。近くから遠くから、標準ズームから望
遠、広角、
マクロまで、様々な花の表現が可能です。レンズや角
度、撮影距離を変えるだけで表現が変化します。※別途入場料が

撮影：園田 法文

かかります

室内で撮影知識などを養う講習会

平日開催

平日開催

撮影：野田 益生

季節を感じませんか！

10月7日（日） 花！空！人！レンズで変わる花の表情
海の中道海浜公園
10：00～12：00
D-01-02

木屋川の河口付近にあるレース場で勢いのあるボートを狙い
ます。スタートの瞬間・コーナーでのせめぎあいの時の水しぶ
きなどの瞬間を切り取りましょう。※別途入場料がかかります

11月23日（金・祝）秋の庭園のモデル撮影で

花の表現を一緒に模索しましょう

心

者歓
迎

検索

大阪取引所の建物

心

10月27日（土） 動きのある被写体にチャレンジ
ボートレース芦屋
11：00～14：00

東京と大阪の「金融のまち」

〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5 Ｂ1
一般社団法人 日本フォトコンテスト協会内
JPXフォトコンテスト事務局
電話：03-3230-2610
（平日10-18時）

歴史ある東京と大阪の取引所

■ご応募、お問い合わせ

東京証券取引所の建物

ビル。重厚な建物やパーツは、

●最優秀賞
［1作品］
５万円分の商品券、賞状
●特選
［1作品］
２万円分の商品券、賞状
●準特選
［4作品］
１万円分の商品券、賞状
●平和不動産賞
［10作品］５千円分の商品券
●学生奨励賞
［８作品］ ３千円分の商品券
●入選
［50作品］
２千円分の商品券

昼夜問わず、撮影におすすめの

■賞品・賞金

スポットです。

カルチャー倶楽部理事

テーマにそって、おひとり何

当。公益社団法人日本写真協会
（PSJ）
顧問。NPO法人 フォト

回でも何枚でもご応募いただけ

板見浩史
フォトエディターとして多くの写真賞やコンテストの審査を担

O

Ｋ

■審査員

ます。スマホで撮影しても

※⑥と⑦は、取引所が写っていなくてもOKです

です。入賞作品は東京・大阪で

⑦兜町・茅場町
《東京》
、北浜《大阪》水辺の風景※
⑧140年の歴史を語る写真（写真返却なし）

主催 ： 株式会社日本取引所グループ
（ＪＰＸ）
主管 ：一般社団法人日本フォトコンテスト協会
（ＪＰＯ）
協賛 ： 平和不動産株式会社
後援 ： ＮＰＯ法人 フォトカルチャー倶楽部
（ＰＣＣ）
、カメラのキタムラ

東京証券取引所と大阪取引所のある風景写真を、Webまたは
プリント郵送でお送りください
①東京証券取引所・大阪取引所の建物
②
「人」
と東京証券取引所・大阪取引所
③建物のおしゃれなパーツ
④モノクロ、セピア
⑤建物の中
（マーケットセンター、回廊など）
⑥兜町・茅場町
《東京》
、北浜《大阪》界隈※

入賞作品展として展示されるほ

■応募テーマ

か、主催者ホームページやチラ

2018年11月30日
（金）

シなど、取引所の
「顔」
として多

■募集締切

くの人の目に触れます。

応募要項

「東京証券取引所と大阪取引所のある風景」

宛て

ＪＰＸフォトコンテスト

「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞」事務局

JPXフォトコンテスト

デジタルカメラ・ステップアップ講座

初

〒134-0086

コース名▶ステップアップ福岡

初

［応募先］

楽しく学べる

路面電車を主役として、背景の町を情感たっぷりに撮影。カメ
ラの基本、構図とアングル、レンズの特性、光の生かし方や流
し撮り等を学んで、魅力的な電車の写真を撮りましょう！

迎

福岡

※郵便・宅配便でお送りください

初

2018年9月1日
（土）
〜2018年10月31日
（水）当日消印有効
※デジタル写真もプリントでご応募ください

縮景園（しゅっけいえん） 17：30～19：30
縮景園紅葉ライトアップはまるで幻想の世界。カメラについて
いるモードの活用、思い通りの写真を撮るレッスンです。

迎

日本庭園内でのクリスマスライトアップを撮影。点灯前から入
場し、事前に夜景の設定や美しく撮るコツ、撮影ポイントをレ
クチャーします。※別途入園料がかかります

応募

撮影方法の質問にも対応しますので、気軽にご参加ください

鳥取・島根

17：00～20：30

世界の人々の営み、社会、文化を活写した作品

初

初

撮影：小灘 敬子

島根・松江市 大根島 由志園

B「ピープル」

者歓

12月7日（金） 動く博物館！広電電車PHOTO
広島市内
13：00～15：00

12月15日（土） 日本庭園でクリスマスイルミを満喫

A「ネイチャー」

心

紅葉ライトアップPHOTO

干し柿の里の風景

自然の素晴らしさや驚きの姿、動物や植物をとらえた作品

・ストーリーを伝えていること

ワンデイ撮影塾

コース名▶ワンデイ広島

平日開催

審査部門

2017年度グランプリ 「命をつなぐ」 粕谷 徹

スマホ、コンデジでの参加もOK

11月23日（金・祝）幻想の世界へようこそ

11月10日（土） 壮観！カメラに残したい
島根・松江市 畑地区
10：00～12：00
景観賞を多数受賞している村で、この地区独特の干し柿の生
産風景や、里山の秋をスナップします。広角から超望遠まで
様々なレンズの出番がありますよ。

・美しく、驚きと発見に満ちていること

広島

小林 弥生先生

いろいろなレンズを使って作品の幅を広げましょう

大きな庭園は被写体の玉手箱。季節の花だけではなく、キノコ
や葉っぱなど、秋にまつわる小さなものを探して、特にマクロレ
ンズを使った接写実践をしてみます。葉っぱを使った遊びフォ
トもできますよ。※別途入園料がかかります

募集締め切り
2018年 10月31日（水）

・真実をありのまま写していること

者歓

10月27日（土） マクロで切り取る小さな秋！
鳥取・とっとり花回廊
10：00～12：30

１点：賞金100万円
各部門１点：賞金10万円

心

初

国際的に活躍できるドキュメンタリー写真家を発掘し、日
本から世界へ送り出したい。そんな願いを込めて創設され
た日経ナショナル ジオグラフィック写真賞。今年で第７回
目を迎えます。

ワンデイ撮影塾

コース名▶ワンデイ中国

初

作品募集中

郷土の魅力を再発見する

迎

鳥取・島根

迎

日経ナショナル ジオグラフィック写真賞2018

初心者の方におすすめ

撮影：野田 益生

モデル代が2,000円かかります

12月16日（日） キラキラ星空撮影実践セミナー
やまぐちリフレッシュパーク 14：00～17：00

室内で星景撮影のお勉強をしてからカメラの設定をし実際に
星空の動画をカメラで撮影します。
撮影：野田 益生

「人」と東京証券取引所

建物のおしゃれなパーツ

大阪取引所
Japan Exchange Group Visual Identity Design System
Reproduction Materials
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松本悠貴（静岡県）

「Ｐｏｒｔｒａｉｔ」

三井秀範（香川県）

「胞子の舞」

JAPAN PHOTO2017秋冬フォトコンテスト結果発表

ネイチャー・生き物 部 門
特選

日常の何気ないシーンを
切り取った瞬間が見る側の目に止まる
JAPAN PHOTO2017秋冬は、カメラのキタムラ主催のフォトコンテストです。
2017年秋冬の応募総数は、24,262点でした。
みなさま、たくさんのご応募ありがとうございました。

「エイリアン」
竹村昇一（岐阜県）

2017年度ネイチャー・生き物部門
グランプリ寸評
審査員：清水哲朗 氏

財満眞千子（山口県）

「初笑い」

日常・自由 部門
特選

こんな迫ってくるようなアングルで
撮った作品は見たことがありません。
1匹だけでなく、それを見ている別
の猫などの、周りの風景が見えるア
ングルが高ポイントです。瞬間的な
動きのおもしろさを狙って撮ったと
はいえ、動物を操るのは難しいもの。
複雑な要素がうまくまとまった瞬間
をとらえられたという手応えが伝わ
ってきます。

2017年度自由・日常部門
グランプリ寸評
審査員：川合麻紀 氏

「やられた～！」
山本悦子（広島県）

「天と地」

田村 輝（静岡県）

お祭りの騒ぎを楽しんでいる人々の
中で、別の楽しみを見出している人
とのコントラストに気がつくと、す
ごく面白みが湧いてくる味わい深い
作品になっています。シチュエーシ
ョンとしてはよくあるものですが、
明るい部分と暗い部分のどちらもき
ちんと見せることが難しいアングル
ながら、プリントで上手に仕上げて
います。

ネイチャー・生き物部門

グランプリ
「猫パンチ」
五丹祥然（大分県）

日常・自由 部 門

グランプリ
「ビールが美味い」
酒居 誠（滋賀県）

風 景・絶 景 部門
特選

2017年度風景・絶景部門
グランプリ寸評
審査員：野町和嘉 氏

北国の冬の満月と水路や白鳥の群れ
を、静寂な青い色調にまとめており、
大変幻想的な作品に仕上がっていま
す。月の反射の光もきれいにとらえ
ています。おそらく何度も足を運ん
で、この場所のこのタイミングとい
うことをよく知っているのでしょう。
実に計算しつくされた絵になってい
ます。

「芝焼き」

石川賢一（高知県）

35

「秋の桟橋」

鈴木登志雄（栃木県）

風 景・絶 景 部 門

グランプリ
「ブルースワン」
大久保 博（北海道）

「明日への希望」
小佐々正伸（福岡県）
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永野勢津子（神奈川県）

橋本 憲（岡山県）

「紫音の夜に」

「パフォーマンス」

「噴射」

片山智士（京都府）

ネイチャー・生き物部門

「笑って笑って～」

石井将人（静岡県）

「遊びたいのに」

まつばのりまさ（北海道）

準特選

「ミツメアウ」

佐藤哲也（千葉県）

以倉広大（大阪府）

入選

田中信人（大阪府）

「パーティーの前」

入選

「イクメンの休日」

「金メダル級」

「火花散る」

「マッサージ」

「すべり台も得意技」

「お出迎え」

柳田愛子（岡山県）

朝来えつ子（大分県）

大森俊裕（宮城県）

沼上昌平（神奈川県）

勝木いくよ（福岡県）

田中幸恵（山口県）
平松将俊（埼玉県）

大西幸司（大阪府）

大城裕太（神奈川県）

堀内昌輝（東京都）

「うつろな世界」

「いつも二人で」

髙須吉郎（愛知県）

鮎川隆浩（福岡県）

「雷鳴轟く夕食時」

「鉄道の帯と影」

服部哲治（岐阜県）

牧瀬恭太（岡山県）

「冬に備える」

「青春の漂流者」

「精神統一」

「深夜の猛特訓」

「宝探し」

「天と地」

「竹馬」

土居功一（和歌山県）

吉田葵健（大阪府）

河野 實（京都府）

井上 覚（滋賀県）

宮崎廣夫（北海道）

星野雄飛（神奈川県）

木村綾子（茨城県）

「初日の出を抜けて」 「ファインダーごしの景色」

「大地への糧」

「カミキリムシ」

「道程」

伊藤生武（神奈川県）

横田康治（高知県）

谷口たけ子（神奈川県）

忽那博史（埼玉県）

「遡上」

「外の世界に大興奮」

「雨あがりのくつろぎ」

「ワニゴチのツケマツ毛」

「もぐもぐタイム」

兼井公子（愛媛県）

原澤 宏（埼玉県）

桜井 康（長野県）

森山雅友（埼玉県）

杉浦公亮（愛知県）

栗山則子（北海道）
菅原直八（福島県）

吉田美穂（高知県）

元満文音（福岡県）

「春を待つ」

「ヒーローのいる町」

「天空の見張り番」

石井ゆか（岡山県）

「Ｉｃａｎ ｆｌｙ 」

田中謙太郎（東京都）

「冬の野のハンター」

「ランデブー」

「はっけよい」
藤本幸男（大阪府）

「案山子の雨宿り」

「歯抜けさん」
大野久子（神奈川県）

「Ａ ＣＫＹ ＬＯＮＤＯＮ」

「車窓」
古矢さつき（神奈川県）

「ｃｒｅａｔｉｎｇａｎｏｔｈｉｎｇ 」
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海谷定信（山形県）

準特選

「カモシカ」

両角哲男（長野県）

「朋輩」

「従兄弟達」

中桐敬二（東京都）

「護摩焚き」

福田康幸（栃木県）

「浴衣の賑わい」

日常・自由 部門
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風 景・絶 景 部 門
準特選

「夢の途中」
木村秀吾（秋田県）

「静寂」

片岡理子（滋賀県）

「光芒の中に」
松橋繁夫（東京都）

「ワァーおおきいナー」
斎藤ふさ（山形県）

「飛翔」

「夜明け前え」

末岡一登（広島県）

井口 裕（福岡県）

入選

「金色の絨毯」

「つた沼の秋」

「秋の日だより」

「月の沈むころ」

臼井 寛（岡山県）

岡本芳隆（神奈川県）

逓駅隆英（青森県）

渡邊幸一（福岡県）

眞舩正行（福岡県）
山下徹志（鹿児島県）

「異種同居」

「秋の朝」

おどみ岐諷（徳島県）

津守義史（山口県）

戸倉 直（山口県）

「厳冬の夜」

「厳冬の贈り物」

蒲生貴礼（千葉県）

久野 穣（北海道）

夕田盛利（茨城県）

板倉正行（茨城県）

/

「出初式」
秋田和征（広島県）

「そろそろ帰えろうかな」

「過去の栄光」

中村泰健（東京都）

「氷炎」

「厳冬の人気スポット」

「彩りの中へ」

「紅葉に遊ぶ」

「暴風雪の国邑」

「冬景色」

「雪華乱舞」

「雪につつまれた白川郷」

「曙のパール」

大坪 邦仁（香川県）

長 吉秀（福岡県）

窪田勝博（長野県）

白石 寬（福岡県）

冨岡茂雄（埼玉県）
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おかげ さまで
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

あなたの写真・映像表現をその先へ。
プロから学べるカメラスクール

簡単、
電波式ワイヤレスストロボ

いつも
ありがと
うござい
ます

ソニー αアカデミー

イメージビジョン Cactus V6II & RF60X
Cactus V6IIは、
キヤノン、

初めて一眼カメラを手にとった方から、プロを目指して活動している方まで、幅広

富士フイルム、ニコン、オ

い層の撮影技術の向上と創作活動を支援するカメラスクールです。初心者から上

リンパス、パナソニックと

級者まで、あなたのスキルや撮りたい内容にあわせた様々な講座をレベル別、ジ

ペンタックスシステムのフ

ャンル別でご用意しています。全国 5 か所に校舎があるので、お近くの校舎を選

ラッシュの出力レベル、ズ

んでいただき、ご希望の講座をお探しください。

賛助企

業・団体
のみ
なさま

ができる世界初の電波式

株式会社

フラッシュトリガーです。

株式会社

また、Cactus RF60X は、

株式会社
株式会社

16 チャンネル、4 グルー

株式会社

プで動作する内蔵のトラ

株式会社

ンシー バを 搭 載した

株式会社

2.4GHz 無線ベースのワ

株式会社

イヤレスポータブルフラッ

株式会社

シュです。様々なカメラシ

Cactus V6II & RF60X

応できます。リモート調光とズームコントロールが動作実行距離 100 メート
ルで可能です。

問

株式会社

【校舎】札幌・銀座・名古屋・大阪・福岡
【料金】無料～ 36,800 円
【申込先】αアカデミー ホームページ：http://msc.sony.jp/ichigan/a-academy/

ステムに 3 つのモード、ローカル、オフカメラでのマスター、スレーブに対

問

イメージビジョン株式会社 ☎ 03-6300-6440
http://www.imagevision.jp

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

株式会社
株式会社

ソニーマーケティング株式会社
αアカデミー問い合わせ窓口
7 0120-399-688

株式会社
株式会社
株式会社

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

秋は行楽、祭り、紅葉などカメラを持ち歩いて撮影するのに最適なシー

ちょっとした光を加えるだけで、写真が変わります。ぜひ、秋の撮影で

ズンです。小型軽量なソニーαシリーズ、とりわけフルサイズミラーレス

も Cactus V6II と RF60X を活用して、写真の変化を楽しんでみてくだ

一眼「α７シリーズ」と広角から望遠まで揃った FE レンズが皆さまのフォ

株式会社

さい。

トライフを応援します。

株式会社

軽い！割れない！
作品展示用写真額
ハクバ

ZERO フレーム G-01

品質 8 層のカーボン素材を採用し、軽くて

フレーム＋ガラス板を使用した製品に比べ約４０％の軽量化に成功。取り付

丈夫なトラベル三脚です。脚を180°
回転さ

ける壁にも負担が少なく、また万が一落下しても割れにくいので地震の揺れ

せてコンパクトに折りたたんで収納可能です。

に 対しても安

撮影場所によっては、ゴムグリップ付の脚を

軽くて
割れにくい額
です

示会場でも安

株式会社
株式会社

取り外し、一脚として使用することもできます。
エレベーター下部に 3/8 インチネジを搭載、
フックを 取り付 け 可 能 で す（X-5CN、
谷口 宏司さん

心してお使い

X-6CN のみ）
。ゴム石突を外すと金属製ス
パイクとなります。

いただけます。

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
学研プラス
ケンコー・トキナー
サティスファクトリー
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
タカギ・パックス
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

問

問
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ハクバ写真産業株式会社
☎ 0568-85-0898

受注センター

株式会社浅沼商会
商品お問い合わせ窓口
7 0120-665-993
http://www.asanumashoukai.co.jp/

実勢価格
Fotopro X-GO 26,750 円 ( 税別 )
Fotopro X-5CN 29,750 円 ( 税別 )
Fotopro X-6CN 34,750 円 ( 税別 )
※写真は Fotopro X-GO です

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

写真はフレームに額装すると大きく印象が変わります。お気に入りの写

軽くてかさばらない X-GO カーボン三脚シリーズは秋の行楽シーズンの

真が撮れたらいろいろなフレームを試して、印象の変化を楽しんでみて

さまざまな撮影シーンで大活躍。三脚を立てるスペースが無い時はすば

はいかがでしょうか。

やく一脚に変換可能です。

株式会社

ネ

タ

トーリ・ハン株式会社
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
ヴァイテックイメージング株式会社
リコーイメージング株式会社

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アジア
協力団体
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
早川町観光協会
公益財団法人

スタイリッシュでカンタン＆キレイな
ミラーレス登場

「第 15 回 タムロン・マクロレンズ フォトコンテスト」募集中！

ミラーレス一眼

FUJIFILM X-T100

今 年も、「 第 15 回

「X-T100」は、高い機動力と優れた操作性

タムロン・マクロ

が好評の「X-T2」など ｢X-T シリーズ｣ の

スト」が開催中です。

女性にも
特長である「センターファインダースタイル」 人気のデザイン
です！
を採用した、スタイリッシュなミラーレスデジタ

レンズ フォトコンテ
マクロレンズで撮影

ルカメラです。X シリーズ初の水平方向に反

された写真であれば

転する3.0 型 3 方向チルト式液晶モニターを

メーカー名・旧モデ

採用し、
「自分撮り」をより簡単に行えるなど、

ルを問わずご応募い

多様な撮影スタイルに対応します。日常や旅

ただけるユニークな

先で手軽にキレイな写真を撮影したいスマー

フォトコンテストで

トフォンユー

す。 植 物や虫、 小 動
コンパクトに折りたためます。

日本写真企画『フォトコン』
日本旅行
株式会社 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
イメージビジョン株式会社
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
小松印刷株式会社
三協立山株式会社タテヤマアドバンス社
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
株式会社

と っ て お き が そ ろ い ま し た

旬 情 報発信所

（五十音順・2018年9月1日現在）

マクロレンズで撮った写真なら
なんでも応募 OK！

浅沼商会 カーボン素材のトラベル三脚 Fotopro 「X」シリーズ
Fotopro『X-GO/X-5CN/X-6CN』は高

使用不可の展

株式会社

グリップ付の脚を取り外し、
一脚として使用可能

高級感のあるシャープなフレームと、幅広のマット紙で作品をグッと引き立

ます。 ガ ラス

株式会社

株式会社

てます。樹脂製のフレームと PS ボードを採用することにより、従来のアルミ

全 性が 高まり

株式会社

PCC
賛助企業・団体の

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

ームレベルを制御すること

10 年 目

「第 14 回 タムロン・マクロ レンズ フォトコンテスト」
グランプリ作品「嗚呼！ 夏休み～」

ザーにもオス

物などのネイチャー写真を対象とする「ネイチャーの部」と、人物・アク

スメの 1 台

セサリー・料理やテーブルフォトなど、ネイチャー写真に限らず広く対象

です。

とする「ノンジャンルの部」の 2 部門を設定し、皆様からの積極的なご
応募をお待ちしております。
■締切：１０月１５日（月）
■タムロンのホームページ（www.tamron.jp）から「タムロン・マクロレンズ
フォトコンテスト」のページにお越しください。
問

株式会社スリィティ内「タムロン・マクロレンズ 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 MAIL:macro-lens@3-t.co.jp

奥瀬 響子さん

問

FUJIFILM X-T100
２０１８年６月２１日発売

富士フイルム FinePix サポートセンター
☎ 050-3786-1060

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

交換レンズの次の 1 本には、持ち運びにも便利な「F2 シリーズ」がオ
ススメです。軽量コンパクトでありながら、開放 F 値 2.0 の性能により
高い描写性能と豊かなボケ味を実現。広角 23mm、標準 35mm、中
望遠 50mm の３本をご用意。紅葉撮影にも大活躍間違いなし！
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豊かな自然と美しい街で、
安心した老後の暮らしを

ジャンル充実、CAPA フォトコンテスト
月例 5 部門に加えて 「流し撮り」
「ポートレート」「鉄道」もアリ！

介護付有料老人ホームうらら新浦安

50 代女性の元気を応援！

自分の未来に
苗を植える場所
写真展

関西御苗場 2018

ファースト 「55 ラボ」
女性の半分以上が 50 代以上になる 2020 年。

CAPA の月例フォトコンテストは全部 5 部門。
「学

50 代半ばを機に、生き方を変えたいと行動を

生の部」
（選／鶴巻育子）
「スポーツの部」
、
（選

起こす女性の元気を応援するプロジェクト「55

イベント・小売・外食・ホテル旅館で
最高のおもてなしをご提供
AI 搭載人型接客サポートロボット CORON
■ CORON は、熱海国際映画祭で人気者！

秋山庄太郎ゆかりのコンテスト展
第 12 回 秋山庄太郎記念米沢市
写真文化賞 入賞作品展
第 26 回 湯沢高原フラワーフォト
コンテスト入賞作品展

／水谷章人）
、
「スナップの部」
（選／ハービー・

ラボ」を設立しました。50 代女性を人生の道程

山口）、
「生きものの部」( 選／海野和男 )、
「風

（ライフコース）で 7 タイプに分類し、これからど

ゆかりの深い写真コン

景の部」（選／竹内敏信、評／古市智之）。さ

んな暮らしをしていきたいか等連載していきます。

テストの入賞作品展が

この秋、秋山庄太郎と

各地で開催されます。

らに「流し撮りグランプリ（選／小林稔）
、
「ポ
ートレートセッション」
（選／増田賢一）
、
「ＴＥＫＫ
ＥＮ！」（選／中井精也）と、第一線で活躍する
2018 年 3 月1日、スターツによる高品質の有
料老人ホームが千葉県新浦安エリアにオープン。
約 1900 坪の広大な土地に、複数の介護事業
所と認可保育園が一体となった大型の幼老複合

人気写真家がアナタの力作を審査いたします。
毎月末締切（当日消印有効。「ＴＥＫＫ
ＥＮ！」のみ毎月１０日締切）。詳細は
https://capa.getnavi.jp/info/
capaph/

施設「スターツコミュニティケアセンター新浦安」
内で運営しています。緑あふれる自然の中で四季
ったパーソナルサポートを大切にした暮らしをご提

株式会社学研プラス
ＣＡＰＡ編集部
https://capa.getnavi.jp/info/capaph/

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

供いたします。ぜひお問い合わせください。

CAPAで募集している写真コンテストは全部で
スターツケアサービス株式会社
介護付有料老人ホームうらら新浦安
70120-957-091
https://www.starts.co.jp/s-careservice/

23 回目を迎える、日本最大級の参加型写真展

■小売、外食、ホテル旅館で
大活躍！

「御苗場」
。出展審査不要という理念のもと、写

・人手不足を埋めて売り上げ貢献を！
・呼び込み、宣伝専用に。
・インバウンド対応に。
・注文、チェックイン業務に。

真で表現するすべての人が、誰でも展示できる
場所です。毎年 100 名を越える方が出展し、
会期中には、写真家のトークショーや、講座、

問

を感じていただきながら、お一人お一人に寄り添

問

http://atamiﬁlmfestival.jp/

右は齊藤栄熱海市長

８部門。
きっとアナタが夢中になっている撮影ジ

作品のチャリティーオークションなども開催しま
す。写真を通じて多くの人と繋がれる「御苗場」

■開催日程：2018 年 9 月 14 日（金）～ 16 日（日）
■会場：海岸通りギャラリー・CASO
〒 552-0022 大阪市港区海岸通二丁目 7-23

ャンルにピッタリな部門が見つかるハズ。
ドシド
シご応募ください！

問

御苗場事務局
☎ 03-5524-6991

■第 12 回 秋山庄太郎記念米沢市写真文化賞入賞作品展

会期＝2018 年 10 月20 日（土）～ 10 月28 日（日）
会場＝よねざわ市民ギャラリー（山形県米沢市中央 1-10-6
「ナセＢＡ」内）
http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/3172.html
■第 26 回 湯沢高原フラワーフォトコンテスト入賞作品展
会期＝2018 年 10 月21 日（日）～ 11 月11 日（日）
会場＝湯沢高原ロープウェイ山麓駅舎内（新潟県南魚沼郡
湯沢町大字湯沢 490）
http://www.yuzawakogen.com/

秋山庄太郎写真芸術館

問

へぜひお越しください！
55ラボ

検索
小川 富美枝さん

問

株式会社ファースト
55 ラボ担当 小川
scd_f-ogawa@the-ﬁrst.co.jp

【基本料金】
本体 12 万円 月額利用料 1 万 2 千円／台
【広報プラン】
■イベント広報（Twitter 連携）＆ 現地おもてなし 150 万円～
■レンタル利用料（1 日 3 万円・1 ヶ月 6 万円～）
問

株式会社フランチャイズアドバンテージ
https://coron.co.jp/
☎ 03-5796-3377 info@franchiisng.co.jp

キリトリ

各社のお客様相談窓口
キヤ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

フジフイルム FinePix サポートセンター

☎ 050-3786-1060

リコーイメージング お客様相談センター

☎ 0570-001313

オリンパス カスタマーサポートセンター

☎ 0570-073-000

秋山庄太郎はこの時期に注目される紅葉だ
けでなく、足下にも視線をこらして作品づくり
を楽しみました。この秋お出かけの際は、足
下の花にも目を向けてみてはいかがですか。

ソニー お客様ご相談センター

アンテナショップやポップアップショップを通して
「アートフォトのある暮らし」を提案してきました。

パナソニック LUMIX・ムービーご相談窓口

ブランドのコンセプトを体現する直営店を芸術

キタムラグループ お客さまなんでも相談室

ンすることで写真のある暮らしをより広く発信し

☎ 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。

コンパクトにしたい。でも、ストロボは念の為に

廃棄物にひと手間くわえることで、新たなものが

3 歳（幼稚園年少）～ 17 歳（高校２年生）の

気軽にアートフォト

日本人のライフスタイルにマッチした手軽で新しい

☎ 0120-878-638

eduCycle（エデュサイクル）

は世界最小のモデルです。
「機材を少しでも軽く

毎日の生活にもっと

で誕生しました。日本では 2015 年に上陸以来、

総合窓口 ☎ 0120-000-488

「i40」は単３形電池４本が入る TTL ストロボで

文化発信を担う東京ミッドタウン日比谷にオープ

国内有数のストックフォト販売サイト《イメージナ
ビ》では、写真・イラストを販売いただけるクリ
エイターを随時募集中です。購入される写真は、
広告、出版、企業 PR などのために、ポスター
や WEB サイトなどに使用されます。ご応募お待
ちしております。

携帯したい」という方にぴったりのアイテムです。

ークショップを随時開催しています。題材となる

毎週レッスンに通学できることが条件です。世界

廃棄物や開催場所、対象者に応じたプログラム

で一番の個性をホリプロと一緒に伸ばしましょ

を企画します。次の世代に残したい未来につい

う！詳しくはホームページをご覧ください。

て、一緒に考えてみませんか。

秋学期から 10 月生のご応募を受け付けていま
す。感動創造企業ホリプロが、将来を担う子供
たちの豊かな心、才能を創造育成し、多くの幸
せを提供していくことを提案します。個性を発見
するスクールに参加してみませんか。

問

■応募方法
ご応募は WEB サイトから
http://imagenavi.jp/creator/
（ご応募、販売に費用は一切かかりません）

YellowKorner Hibiya
東京都千代田区有楽町 1-1-2
東京ミッドタウン日比谷 3F
☎ 03-6273-3403
www.yellowkorner.jp

生み出されるアップサイクル。環境教育と同時
に、作ることの楽しさやよろこびを体感できるワ

i40 23,304 円（税込）

て行きます。
問

ニッシンデジタル i40

りません。初心者の方でも全く問題ありません。

みを広めたい、そんな願いから 2006 年にパリ

廃棄物をアップサイクル！
環境教育ワークショップ

ホリプロ・インプルーブメント・
アカデミー生徒募集

YellowKorner（ イ

© Shinichi Ichikawa

タ

イメージナビ 契約作家募集

男女が対象。特に経験や特別な技能は必要あ

を 取り入 れ てほし

ネ

世界で一番の個性を
ホリプロと伸ばそう！

エローコーナー）は

い、写真を飾る楽し

携帯に便利な超小型ストロボ

旬 情 報発信所

もっと多くの方にあなたの
写真を届けませんか？

YellowKorner（イエローコーナー）
直営店

リコー お客様相談センター

☎ 0120-892-111
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上質なアートフォトを
手頃な価格で販売する
パリ生まれの写真ブランド

☎ 03-3405-8578

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ

PCC
賛助企業・団体の

知っ得！

撮影：秋山庄太郎
（米沢にて／ 1988 年 10 月）

問

イメージナビクリエイターサポート
http://imagenavi.jp/creator/
creator-support@imagenavi.jp

36 期生
平澤 宏々路 ( ひらさわ こころ )
問 ホリプロ・インプルーブメント・アカデミー

☎ 03-4330-7700
http://hia.horipro.co.jp

ニッシンジャパン株式会社
☎ 03-5345-8452
http://www.nissin-japan.com

秋 に撮影を楽しむとっておきネタ
ストロボは、ありのままの美しい色味を再現
できる光源です。美しい紅葉にぜひストロボ
を活用してくださいね！

問

株式会社サティスファクトリー
☎ 03-5542-5300
http://sﬁnter.com/business/educycle/
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写真の裏に必要事項
（※）
を貼付けてご応募ください。

データの場合：写真サイズ

［2MB 前後（350dpi で 10cm × 15cm 程度）
］

5日効
11月当1
有
消
日 印

日本の祭りフォトコンテストの
ご応募・お問い合わせ
【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。

本文に必要事項を記入の上、ご送信ください。
※必要事項

全国の店舗は カメラのキタムラ

第 回 秋山庄太郎「花」
写真コンテスト

故・秋山庄太郎氏創始による、

日

7

「花」
写真コンテストは、今年で

1

16

回目を迎えます。今回は、応

28

月

1月7日

月

月 日
（木）
まで。例

始

年
2019

2

募期間が２０１９年

募集開

年より、募集開始時期が少し遅

Eメール satsuei@npopcc.jp

くなっていますので、ご注意く

東京都千代田区三番町 1-5 B1

03-3230-2605

ださい。

「フォトライフ四季掲載希望」係

入賞作品は『フォトライフ四

フォトカルチャー倶楽部

季』
で紹介され、
プロの写真家の

送り先

総評も一緒に掲載されます。写

107 号(12 月発刊 )掲載分は9 月28日( 金 )まで(テーマ：冬 )
108 号(3 月発刊 )掲載分は12 月28日( 金 )まで(テーマ: 春 )

真家のコメントも楽しみのひと

①氏名 ( フリガナ ) ②〒住所③電話番号④希望のコ
ーナー ( 表紙、P1、P6 ～ 7) ⑤タイトル⑥撮影地

〒 102-0075

2018

※

メールのタイトルに「フォトライフ四季掲載希望」
、

NPO 法人

切

年
2018 木

作品募集

プリントの場合：写真サイズ［はがきサイズ、2L サイズ］

応募〆

「日本の祭り」
フォトコンテスト

日本には
「祭り」という文化が根付き、
地方や時期によって様々な姿を見せてくれます。
その
「祭り」を写真に残してみませんか？

応募方法

※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。
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日本の伝統を写 真 で 残 す

PCC 会員のみなさんでつくる『フォトライフ四季』に、
お気に入りの写真を応募してください。

「微笑みとふれあい」コース

皆さんの作品をお待ちしています

つです。

PCC の Facebook グループ登録者は、現在約 1400 名ですが、このグループを始めた頃に比べ、
最近は「フォトコンテストに入賞しました」という声が多く聞かれるようになりました。グループ登
録者の個人の Facebook での喜びの声を含め、10 名以上を確認しています。
投稿写真のレベルが高いので、日ごろからこのグループの写真で勉強している方は強いなあと感じ
ました。

「日本の祭り」コース

日本の自然美を再発見し、世界に発信する「ネイチャー
ズベストフォトグラフィーアジア フォトコンテスト」の表
彰式が東京芸術劇場で行われました。左からPCC 若林、
NBPA CEO のフレリーさん、NBPA 理事長の伊藤さん。

⑦ひとことコメント ( 撮影の工夫やエピソードなど )

PCC の SNS 担当 松延から

主催：カメラのキタムラ
協賛：富士フイルムイメージングシステムズ、
クラブツーリズム
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）

7 月 31 日

（月）
から

JAPAN PHOTO フォトコンテスト 2017 秋冬の入
賞（グランプリから佳作まで）受賞者 800 名の中
で少なくとも 160 名が PCC 会員でした。
日ごろから『フォトライフ四季』や『フォトコンライフ』
で撮影テクニックを学んでいるＰＣＣ会員のレベル
の高さが分かるようでした。
左からカメラのキタムラ営業企画佐藤さん、PCC松延

伝統と格式のある大祭から、

佐藤さんから

規模は小さくても地元で愛され

カメラのキタムラ営業企画の

ている祭りまで、日本には様々

ＰＣＣ会員はフォトコンテストでも
実力発揮

2018
「日本の祭り」フォトコンテスト

日本の美しい自然写真が勢揃い

暖かみやユーモアのある祭りの一コ
マをお送 り ください。 あなただ
けの視点で、祭りを表現した作
品をお待ちしています。 お子さ
まと祭り、友人と祭りなど、
「微
笑みとふれあい」 を感じる写 真
をご応 募 ください。 カメラ初 心
者の方にも お す すめのコースで
す。

賛助企業のイメージビジョン廣田社長と『フォトコンライ
フ』記事掲載の打合せ。読者のみなさまにイメージビジ
ョンの商品の良さを伝えるべく、アツく語り合いました。
左から廣田さん、フォトコンライフ編集長の杉山さん、Ｐ
ＣＣのだまゆ

な「祭り」があります。Ｊ ＡＰＡ

千葉テレビで毎週月曜～金曜に生放送中の「シャキッ
ト！」に、ＰＣＣ野田が生出演しました。早朝から千葉県
のみなさまにフォトカルチャーＴＶの面白さや PCC の魅力
を発信しました。PCC のだまゆ（右）

7 月 26 日

『フォトコンライフ』記事掲載の打合せ

Ｎ ＰＨＯＴＯ「日本の祭り」フ

PCC 多事多忙録

千葉テレビで PCC の魅力を発信！

ォトコンテスト２０１８は、あ

これぞニッポンの祭りという、会
心の一作 を お 送 り く ださい。 日
本全国のあらゆる祭りが対象で
す。 祭りの撮影は、今まで気に
なっていたけど、参加したことが
無かった祭りに参加できるチャン
スでもあります。フォトコンテス
トを 機に、旅 をしてみるのも 良
いかもしれません。

ど ん な 上 天 気 も 日 暮 れ ま で の 命 だ

1 月 11 日

なたの写真を募集しています。

日本人の心意気と和の美しさを

表現した渾身の一枚から、スマ

ホで気軽に撮った思い出の一枚

まで、それぞれの「祭り」写真を

お待ちしています。

美しいプリントで入賞を狙う

審査は、写真プリントを見て

行われます。通常の印画紙より

も光沢感をアップした「クリスタ

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

ルプリント」なら、審査員も美し

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。

いプリントで詳しく鑑賞するこ

フォトカルチャー倶楽部とは

とができるため、入賞する確率

が高まりますよ。

NPO法人

16

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
日本生命新横浜ビル7Ｆ
「日本の祭り」
フォトコンテスト2018
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
※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

賛助企業の特典利用

特典その

情報誌『フォトライフ四季』プレゼント

●記念日スタジオ「スタジオマリオ」での撮影料と商品代のお

10

買上げ合計金額より 10％ OFF

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

※着物レンタルは除く（他の割引との併用は不可）

●休暇村本館宿泊費・キャンプ場サイト利用料が 10％ OFF
● ALSOK 綜合警備保障のホームセキュリティご契約時、
５千円もしくは１万円キャッシュバック などなど

※詳しいご利用方法はＰＣＣホームページをご覧ください

6

特典その

著名写真家の個別講評レッスンも

2

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

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

＊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

まず訪れたのは、紅葉林です。

開けて背景をボカし、枝ぶりをす

つけて枝ぶりを狙います。絞りを

落ち葉が敷き詰められた斜
ます。

ち葉撮影や、ライトアップされた

このほかにも、マクロレンズでの落

を生かして広角レンズで撮

紅葉の撮影方法も紹介しています。

面に三脚を 構え、光 効 果

影しました。ここでのポイン

●『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。

深澤 武（ふかざわ・たけし）

1974 年埼玉県生まれ。北アルプ
ス白馬岳など、信州をメインフィー
ルドとして活動。最近は沖縄・八重
山諸島など南の島にも撮影領域を
広げている。一般社団法人日本写
真家協会（JPS）会員。

続きは
『フォトコンライフ』
のＤＶＤを

●『フォトライフ四季』に自分の写
真が載って嬉しかった。

トは、単調にならないよう

●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。

ぜひご覧ください。

会員の声

に、木の根や木立をワンポ

イントに入れることと、ハレ

切りをしてゴーストやフレア

を防ぐこと。逆光による木

立の影が、
立体感や奥行き

お申し込みは

＊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

ウェブでお手続きが可能です

ご入会後の住所の変更は電話でお知らせください

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

を演出しています。

※入会時期により、お届けする号が変わります

フォトカルチャー倶楽部へのご入会・お問い合わせ先

遠景にできるだけ紅葉を入れるようにして、秋の雰囲気を伝えています。

続いては、虹の郷という

写 真 に対する「いいね！」
やコメントが励みになります

見て学べる
DVDつき

公園に移動し、
背景に気を

※画像はイメージです。
実際のデザインとは異なります

※画像はイメージです。実際のデザインとは異なります

今回の
『フォトコンライフ』
のＤＶＤ

ここで 使 うカメラはニコンの「Ｄ

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

光を生かしたレンズワークで紅葉を表現する

に登場するのは、写真家の深澤武

っきりと見せました。平面的な枝

撮影情報誌
『フォトコンライフ』年間購読

会員限定のフェイスブックグループ
へ参加できる

47

８５０」
。画素数が高いので、紅葉

7

特典その

4

PCC 会 員 限 定 の
「Facebook PCC
全国交流グループ」
では、 撮った写 真
をもとに全国の会員
と交流できます

さん。静岡県伊豆市修善寺エリア

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.25 ～ 32 参照

ぶりを選ぶことによって、全体にピ

2,500円で断然お得

全国の撮影会、写真教室に参加できる

の細かな部分まで描写できます。

年会費の差額はたったの

で、紅葉の撮影方法について教えて

▲クリスタル
プリント各種

ントを合わせることができるといい

プレミアム会員になると
特典1～6に加えて特典7も!!

特典その

特典その

4,000円

深澤さんは、逆光の光が美しく、

3

▲デジカメプリント/
銀塩プリント各種

年会費

特集 秋の“成熟”の撮り方
プロの写真家の秋のとらえ方が学べます。

もらいました。

▲フォトブック各種

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（９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 秋号

写真家・深澤武さんに密着

「プロはこう撮る 秋編」
DVD 内では、広角レンズやマクロレンズでの紅葉の撮
影方法を教えてくれます。
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