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― ―― マンフロット
―
「befree―MKBFRTC4GT-BH」
―
トラベル三脚（PCC会員限定プレゼント）
P.38― ―― フォトインストラクター認定講座
―
〈福岡・大阪〉

上の写真

「唐島と出港する漁船」

表紙の写真

「八ヶ岳と小海線雪景」

大久保 肇さん（富山県）

菊地英之さん（長野県）

早朝、唐島と日の出を撮った後に、
「け
あらし」の中を偶然一隻の漁船が走り抜
けていきました。漁船が唐島の真ん中
を通過したときに、シャッターを切り
ました。

待ち望んでいた降雪。かねてよりイメ
ージしていたポイントで、八ヶ岳と小
海線を撮影しました。通過する前に木
立から雪が落ちてしまわないかと、や
きもきしながら待ちました。

①Canon EOS80D、 ②Canon EF70-300mm
F4-5.6 IS II USM、③F8、④1/60秒
⑤ISO400、⑥太陽、⑦C-PL、
⑨2019.12.16、⑩富山県氷見市：氷見海岸

①FUJIFILM X-T2、②フジノンレンズ XF100400 4.5-5.6 R LM OIS WR、③F13、
④1/2500秒⑤ISO800、⑥オート、
⑨2019.12.23、
⑩長野県川上村：野辺山駅～信濃川上駅間

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ホワイトバランス、⑦フィルター、⑧三脚使用、⑨撮影日、⑩撮影地

「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にグループをつくり、会
員のみなさまの交流の場としていま
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。

錦織永治さん（広島県）

「波涛」
定年退職後まもなく、冬の日御碕を飛ぶウミネ
コの姿に魅せられ、毎度何回か訪れ、お百度参り
を始めました。これは13年前に撮った古い写真
ですが、このようなきれいな波には、後にも先に
も巡り合えていません。

錦織永治

（にしこおり・えいじ）
写真歴は青春時代15年、退職後20年の計35年。撮影ジ
ャンルは問わず、風景、花、マクロ、お祭り行事など色々
挑戦しています。毎年グループ展と2回の個展を開催し
ています。今年は集大成として郷里の島根の風景を、
「し
まね百景」
写真展にまとめました。

①Canon EOS KissDX、②Canon EF70-200mm F4L IS USM、③F8、
④1/640秒、⑤ISO400、⑥太陽光、⑦UV、⑧三脚使用あり、
⑨2007.1.8、⑩島根県出雲市大社町：日御碕

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。詳しくはP.23へ。
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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ホワイトバランス、⑦フィルター、⑧三脚使用、⑨撮影日、⑩撮影地
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『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

アラスカにあるデナリ国立公
園は、北米最高峰のデナリ山
（別名マッキンリー山）
を含む
アメリカの国立公園。1897年
に、当時アメリカ合衆国大統
領だったウィリアム・マッキ
ンリーにあやかって
「マッキン
リー山」
と名付けられたが、
特
にこの地に所縁があるわけで
はなかったので、現在は地元
の人々が用いる
「デナリ」
とい
う呼び名の方が主流。公園の
大部分はツンドラで覆われて
おり、最も標高が高い場所に
は氷河がある。毎年大勢の人
が自然を楽しみに訪れており、
氷河のくぼみにたまった水を
飛び越えながら登山やトレッ
キングができ、様々な野生動
物を観察できる。

AARON HUEY
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冬の自然をフィトインストラクターと一緒に撮影しませんか？→P.30〜36

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2020年11月号
http://www.nationalgeographic.jp
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PCC 会員が捉えた冬

写真の力
冬のきらめきを捉える
水 面のきらめきも夜 空のきらめきも、冬の澄んだ空 気によってよりすっきりク
リアに見えます。マスクをしていても、頬を撫でる冬の冷たい空気が感じら
れる美しい２枚です。

「 瀬 戸の冬の風 景」
赤木裕展さん（広島県）

「 天 高し」
伊賀富一さん（大阪府）
高さ85メートルの大観覧車です。通行
人を避け、天高く撮影するために数か所
を巡り、通路のエアポケットを見つけて
そこでシャッターを切りました。童心に
帰ったような気持ちになりました。
①Canon EOS 7D、 ②TAMRON 18-400mm
F/3.5-6.3 Di II VC HLD、③F22.、④1/20秒、
⑤ISO800、⑥太陽光、⑦PLフィルター、
⑨2019.12.9、⑩大阪府泉佐野市：りんくうタ
ウン 大観覧車「りんくうの星」
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この日はめずらしく気温が下がり、毛嵐のような現象が起こ
りました。刻々と変わるグラデ－ションに注視して、汀の色
が暖色に輝く瞬間をねらいました。静かで穏やかな瀬戸の朝
が表現できたでしょうか？
①Nikon Z6、②Nikon AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED FTZアダプ
ター、③F5.6、④1/800秒、⑤ISO400、⑥太陽光、⑦C-PL ドロップイ
ン、⑧三脚使用あり、⑨2020年1月1日、⑩広島県佐伯区

多重露出させる

＋

A

ココが
ポイント

2

＝

B

２枚の写真を重ねる
「多重露出」
は、同じ場所で撮影した２枚
の写真を重ねます。ピントがあった写真
（A）
と、マニュアル

フォーカス
（MF）
でピントをボカした写真
（B）
を重ねる方法が

一番簡単です。慣れてきたら、構図が異なるピントの合った

写真2枚を重ねても良いでしょう。カメラの多重露出
（また

は多重露光）
機能を使うか、レタッチで多重露出風に重ねる

C

最近のカメラは手ブレ補正が強いので、明るいレンズだとて手持ちで撮影できます。見た目よりも明
るく撮った方が綺麗なので、プラス気味に補正するといいでしょう。
①SONY α6300、②SONY E 35mm F1.8 OSS、③F1.8、④1/60秒、⑤ISO500、⑥太陽

クロスフィルターを使う

ココが
ポイント

三脚でぐるぐるする
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ココが
ポイント

1

クロスフィルターには、
クロスする線が４本のも

のや６本のものなど様々な種類があります。こ

こでは、16本のクロスフィルターを使ったので、

とても華やかになりました。クロスフィルター

は、丸い光
（点光源）
でないと現れないので、蛍

光灯のような光源は向いていません。光源に
注意して被写体を探しましょう。

【感動写真。とっておき３ポイント】

①OLYMPUS OM-D E-M1MarkII、 ②M.ZUIKO DIGITAL ED 12100mm F4.0 IS PRO、③F4、④1/2秒、⑤ISO200、⑥太陽

冬までに知っておきたい
イルミネーション撮影の
テクニック

ことができます。

ナビゲーター
玉ボケにクロスの線を入れる撮り方もおすすめ

です。しかし、撮影現場ではなかなか玉ボケが

出る場所を探すのが、難しいもの……。そんな

ときのために、香水や時計などの小物を用意し

ておくと、玉ボケが簡単に作れるので便利です。

右
（花）
：①SONY α6300、②SONY E 35mm F1.8 OSS、③F1.8、④1/80秒、⑤ISO100、⑥太陽
左
（香水）
：①SONY α6300、②SONY E 35mm F1.8 OSS、③F1.8、④1/30秒、⑤ISO100、⑥太陽
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酒井先生と学べる撮影講座は→P.21

イルミネーションの光を使って光跡を撮り、華やかに演出してみましょう。作例では、

シャッタースピードは４秒。２秒間は止まった状態、残りの２秒間は三脚のパン棒でカ

メラをゆっくり回しました。ブレないように慎重に、２秒間で円になるように計算して

回すと、光が繋がって円を描いたようになります。重たい三脚の方がブレが少なく、
安定して撮影できます。

①OLYMPUS OM-D EM-5、②M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ、③F8、④4秒、
⑤ISO200、⑥太陽

酒井宏和

フォトインストラクター

1日4万アクセスを超える
写真ブログで培った人脈・
ノウハウから仕事の幅を広げ、現在はスタジオ経営と講
習がほぼメインの仕事になる。クラブツーリズム、フォ
トカルチャー倶楽部等各所で講習会を行い、講師実績10
年で5000人程度の講習を行う。

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ホワイトバランス
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写真家

クキモトノリコ
さん

持ち運びの良さと
使いやすさが特徴の三脚
「 M a nfr o t t o b e f re e
M KBF R T C4 GT - B H 」
フルサイズ一眼や重量のあるレンズでも使用できるトラベル三脚。
最大耐荷重10キログラムのこの丈夫な三脚があれば、
複数の三脚を使い分ける必要がなくなるかもしれません。

神戸出身。欧米・アジアを中心に旅をしながら作品
撮りをしている。オリンパス カレッジ講師、ニコ
ンカレッジ講師の他、さまざまな写真講座やワーク
ショップなどで「たのしく、わかりやすい」をモッ
トーに写真の楽しみを伝えている。公益社団法人日
本写真家協会（JPS）会員。

クキモトさん愛用のアイテム
3

5

6

機内持ち込み用の
﹁機材の重さによって大小２つ

耐荷重 ㎏！

今回紹介する三脚は︑マンフ

重い機材も使用できる

トラベル三脚です︒その利点は

ロット﹁ befree MKBFRTC4GT

1

2
7
11

12

10

9

8

14

13

15
16

の三脚を使い分けていますが︑

旅をしながら写真を撮り続け

海外に出かけるとき︑機内持ち

スーツケースに収納できる

ているクキモトノリコさん︒ふ

込み用のスーツケースにぴった

﹂
︒耐荷重が ㎏ になるな
-BH
ど︑クキモトさんが愛用してい
10

よく使っているのは軽量小型の

だんの撮影では︑三脚を使う場

り収まること︒国内の撮影でも

います︒

面はあまりないそうですが︑夜

しています﹂

台が付属しています︒ボールロ

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ホワイトバランス、⑦フィルター、⑧三脚使用、⑨撮影地

る旧モデル︵右写真②︶よりも︑

﹁ひねるだけで脚の出し入れが

ックとパンロックが独立してい
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荷物を少なくしたいので︑コン

できるツイストロック式なのも

るため︑微調整が簡単にできる

PCCへの入会は→P.46〜47

景や星を撮るときはスローシャ

いいですね︒脚に突起部がない

《2021年２月25日必着》

のは︑フレーミングを決定する

①PCC会員番号、氏名
②メールマガジン登録用アドレス
③『フォトライフ四季』
の感想
④PCCの感想・ご意見
⑤「PCCオンライン写真教室」
（→P20〜21）
に参加している・していない

ため︑撮影中に何かを引っ掛け

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.46)
「マンフロット三脚」
プレゼント係あてにご応募ください。

際大きなメリットになります︒

※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

て三脚を倒す心配もなくて安心

①QRコードからご応募

旅行中などに最適でプロも満

※プレゼント応募フォームでメールマガジンの登録ができます

です︒フルサイズ一眼や重量の

応募条件：PCCに入会していて、メールマガジンの登録がある方

足の﹁ Manfrotto befree MKBF

PCC会員限定、抽選で１名様にプレゼント！

あるレンズも使えるので︑この

＊最新の価格はネットショップでご確認ください

軽くなり︑撮影がもっと快適に

なります︒

カメラのキタムラネットショップ
参考価格 59,400 円
（税込）

三脚があれば大きい三脚を持ち

すばやく確実に脚を固定するツイストロック式と、
大型のボール雲台によって滑らかで正確な構図決めができる三脚

﹂
︒これを手に入
RTC4GT-BH
れれば︑フットワークがさらに

Manfrotto befree MKBFRTC4GT-BH

歩く必要がなくなるかもしれま

プロユースのカーボン製 トラベル三脚キット

せん﹂

Present!

この三脚キットにはボール雲

「写真を始めて間もない人は、予算や大きさを優先して三脚を選びがちで
すが、安くて軽いことだけを優先すると、後悔してしまうことがあるので
注意。三脚を選ぶ際は、自分が使用するカメラやレンズの重さはもちろん
のこと、三脚自体の耐久性や操作性なども考え合わせて慎重に選ぶことを
おすすめします。安いものを買って後で買い直すのは、もったいないです
からね（笑）」

さらに性能と操作性も向上して

安すぎる三脚を買って
後悔することがないように……

パクトに収納できる三脚は重宝

プロの金言

ッターを切ることになるので三

脚を用いています︒

①OLYMPUS PEN-F、②M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO、③F2.8、④2秒
1,800コマ（ライブコンポジット機能を使用）
、⑤ISO1600、⑥4000K、⑧三脚使用あり、
⑨明石海峡大橋（大蔵海岸より撮影）
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10

17
［三脚］
❶VANGUARD Alta+ 264AP

18

19

20

21

22

23

❷Manfrotto befree MKBFRC4-BH

［カメラ］
❸OLYMPUS OM-D E-M1 MarkⅢ ❹OLYMPUS OM-D E-M5 MarkⅢ
❺Nikon Z6 ❻Nikon Z50 + NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
［レンズ］
❼M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO
❽M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO ❾NIKKOR Z 24-70mm f/4 S
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED カードケース（SDカード + XQDカード）
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
OLYMPUS フィッシュアイ
ボディーキャップレンズ BCL-0980
M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter MC-14
Nikon マウントアダプター FTZ
バッテリー類
脚をしっかり伸ばして安定させて撮影します。

ほかにもいろいろな旬の情報をご紹介！

→P.40 〜 43

10

ＳＮＳ時代の今︑Ｖｌｏｇ︵ブイログ︶カメラが人気です︒Ｖｌｏｇ とは︑
ビデオブログの略称でブログの動画版のようなものです︒Ｖｌｏｇ カメラは︑

す︒一眼ミラーレスカメラでも動画撮影

ラ﹂
は︑
日常使いしやすい小型のカメラで

日常を動画で記録してＳＮＳに投稿しやすくした新ジャンルのカメラです︒

ＹｏｕＴｕｂｅとはどう違う？
はできますが︑カメラが大きくて重いの
撮りがしやすいバリアングルモニター︵撮

が難点︒その点︑Ｖｌｏｇ カメラには自

ブログとは︑皆さんもご存知の通り︑
影しながら自由に動かせるモニター︶が採

そもそもＶｌｏｇ
︵動画ブログ︶とは？
Ｗｅ ｂページに日記を公開したり︑ある

他にも︑動きながらの撮影に適したグ

用されているので︑より動画撮影に向い

ログにアップしている人も多いでしょう︒
リップなども付いていて︑握りやすい形

テーマについて意見をまとめたりするＷｅ

しかし︑最近はＹｏｕ Ｔｕ ｂｅ やＴｉ
です︒まさに日常や旅行先などでＶｌｏ

ています︒

ｋ Ｔｏ ｋなどの動画が主流︒ブログ業界
ｇ を撮影する方をターゲットに作られた

ｂサイトのことです︒撮影した写真をブ

でも︑動画を使用した
﹁Ｖｌｏｇ︵動画ブ
カメラなのです︒

Ｖ︲

︲

シューティンググリップキット︵Ｚ

載したＶｌｏｇ カメラ︑
﹁ＳＯＮＹ ＺＶ

ソニーの高画質１インチセンサーを搭

しっかり綺麗に
動画が撮れる

ポケットサイズでも

ログ︶
﹂
が流行しています︒自分で撮った
動画を編集して公開するという点では︑
Ｙｏｕ ｔｕ ｂｅ と似ていますが︑テレビ
番組のように凝った動画が多いＹｏｕ Ｔ
ｕ ｂｅ とは違って︑Ｖｌｏｇ は︑日常を
シンプルに撮影した自然体な動画が多い
傾向にあります︒

動画も写真も撮れる

Ｇ︶
﹂
︒従来のコンパクトデジカメ

と似たような見た目ですが︑高性能マイ

レンズから超望遠レンズまで使用できるの

を作成するのにおすすめの
﹁Ｖｌｏｇ カメ

日常を切り取った動画が多いＶｌｏｇ

ネット着脱式デザインなので︑スマホに

ゆる自撮り棒のようなものですが︑マグ

Ｆも搭載されていて︑付属のシューティ

重視した設計になっています︒顔・瞳Ａ

クや大型の録画ボタンなど︑動画撮影を

で︑
動画だけでなく静止画の撮影でも様々

簡単に装着できます︒

Ｖｌｏｇ カメラって
どんなもの？

なジャンルで活躍できるカメラです︒

快適に撮影できるジンバル︵手ブレ・傾
きを感知する回転台︶
つきで︑なめらかで
美しい動画を撮影でき︑
さらには小さく折
りたたむことも可能です︒また専用アプリ

そのほか、撮影機材や撮影方法について聞きたいことがあれば、
お客さまなんでも相談室へ。

お客さま なんでも相談室

DJI ジャパン

「OM 4」

動画だけでなく︑写真にも！

手軽に使えて、高機能。Vlogger（ブイログを更新する人）デビューにぴったりのカメラ、SONYのZV-1G。

静止画も 動画も１台で ！
話題のＶｌｏｇ をはじめませんか ？

た方は、ぜひ下の QR コードから

を使えば︑様々な撮影モードを楽しむこと
ができ︑動画編集も簡単にできます︒

楽部参事

ンググリップを使用すれば︑バリアング

ご覧ください。

手ブレ補正つきで
Ｖｌｏｇ 以外にも

中心に撮影。公益社団法人日本写真家協会（JPS）会員、

ルモニターを見ながら自撮り撮影ができ

にも掲載されています。気になっ

パナソニックの﹁ＬＵＭＩＸ ＤＣ Ｇ

日本風景写真家協会会員、NPO法人 フォトカルチャー倶

Ｋ﹂は︑レンズ交換が可能な

ツ、ネイチャー・ペット・動物・風景写真といったジャンルを

ます︒さらに︑カメラ本体はデニムのポ

SONY ZV-1 の使用レビューは、カ

1

スカメラマンとして活動中。主にスポーツ・モータースポー

ケットにも入るくらいのサイズ感なので︑

メラのキタムラ HP の「ShaSha」

1
写真小売業界で27年勤務したのち独立、現在フリーラン

１００ V

スマホがＶｌｏｇ カメラになる

「LUMIX DC-G100V-K 標準ズーム
レンズトライポッドグリップキット」
紹介して
カメラの達人
くれた人

小型マイクロフォーサーズのミラーレス
カメラです︒マイクなどの動画撮影用の
機能が強化され︑ボディ内の手ブレ補正

使いやすい
スマホ用ジンバル
手持ちのスマホが︑Ｖｌｏｇ

050-3116-8888

受付時間10：00〜19：00（年末・年始を除く）

とレンズ側の手ブレ補正を連動すれば︑
５軸の手ブレ補正が発揮される優れもの
です︒

カメラとして使えるようになる︑

検索
カメラのキタムラ

最大の魅力は︑
マイクロフォーサーズの

※最新の売価はネットショップでご確認ください。

http://www.kitamura.jp

ＤＪ ＩジャパンのＯＭ４︒いわ

https://shasha.kitamura.jp/
article/476958678.html

豊富なレンズに交換できる点です︒広角

「ソニー ZV-1 レビュー！ 動画も静
止画もこれ 1 台で大満足！ WEB カ
メラにも対応！」

相談室

実際に使用した方の
生の声が見られます！

パナソニック

12
PCCの賛助企業団体のみなさまからの、お買い得な商品や情報が他にもたくさん→P.40〜43

13

坂井田 富三さん
写真家

SONY

ShaShaとは？

「ZV-1シューティンググリップキット
（ZV-1G）」

「ShaSha（シャシャ）」とは、
「写
（しゃ）真愛好者（しゃ）に、もっと写
真を好きになってほしい」をコンセ
プトに、写真に関する様々な情報
を掲載する写真の総合サイトです。
注目のカメラ機材や撮影用品、撮
影方法の情報に加え、写真プリント
やスマートフォンの撮影術、中古商
品・フィルムカメラなど幅広く紹介
しています。

な ん で も

いつでもどこでも持ち歩けます︒

知っ得情
報

分で︑丁寧に掃除

塗るガラスコーティング

かも⁝⁝︑と思い︑自分でメン

材に良くない方法で行っている

いますか？ もしかしたら︑機

ンズをどのようにお手入れして

みなさんは普段︑カメラやレ

ミが付着しやすい構造になって

のミラーが無く︑センサーにゴ

ラーレスカメラは︑センサー前

影響が出てしまいます︒特にミ

と︑せっかく撮影した写真にも

センサーにゴミが付いている

を店頭に持っていくだけで︑プ

ご紹介します︒カメラやレンズ

カメラメンテナンスサービスを

受付している最短即日仕上げの

の修理専門業者による研修を受

ムラでは︑カメラメーカー提携

ってしまいます︒カメラのキタ

と高額なセンサー交換修理にな

度が高く︑キズを付けてしまう

画像や設定を確認するため︑キ
は予約不要です︒大切な写真の

カメラメンテナンスサービス

ＰＣＣ会員なら会員証の提示

ニングなど︑長く使うためには

カメラの掃除やレンズクリー

︵税込３︐３００円︶です︒
で︑センサークリーニング料金

００円︶です︒カメラのキタム

１点１︐０００円︵税込１︐１

もらえるサービスです︒料金は︑

清掃︑接点コーティングをして

外観清掃︑レンズ・フィルター

欠かせないメンテナンスである︑

※一部実施していない店舗があります︒

Ｆになります︒

がいつでも︑何回でも ％ＯＦ

最短 分でお渡し ！
クイックメンテナンス

自分ではなかなかうまくできないカメ
ラのメンテナンスも︑カメラのキタムラ
ならプロがサクッとお手入れしてくれ
ます︒

テナンスすることに不安がある

ロのスタッフが専門の道具を用
け︑認定を受けたスタッフが清

また︑センサーの清掃は難易

いるため︑注意が必要です︒

いて丁寧に細部まで掃除してく

ズや皮脂汚れがどうしても気に
店頭にカメラを持って行き︑事

撮影前には︑カメラのキタムラ

す︒料金は︑１台３︐０００円

掃を担当してくれるので安心で

清掃が難しいセンサークリー
ニングも︑ ㎜ フルサイズ以下
なら最短当日で仕上がります︒

接眼部の清掃︑ボディ外観を
なってしまいますよね︒液晶保

10

（税込）

写真に写ってしまうセンサーの
ゴミや汚れを︑専門の道具を使
用して清掃してくれます︒

クリーナーを使用して丁寧に清
護フィルムやガラスフィルムな

10%引き 》

カメラセンサー
クリーニング

れます︒

今回は︑カメラのキタムラで

方も多いのではないでしょうか︒

愛 用のカメラやレンズを 快 適に 保つためには ︑
日 ごろのメンテナンスが 重 要です ！

ラなら最短

掃してもらえます︒気がつかな

前のカメラメンテナンスがおす

予約なしで
気軽にメンテナンス

かったグリップの汚れや︑狭い
ど も あ り ま す が︑
﹁塗るガラス

すめです︒愛用のカメラやレン

（税込）

してくれます︒

すき間にたまったホコリも取り
コーティング﹂が特におすすめ

ズをいつでも気持ちよく使える

センサーにゴミがついている場合の仕上がり。せっかくの
写真にゴミが写り込んでしまいます。
※中判センサー以上のサイズや、ゴミが取りきれない場合は提携の修理会社での清掃になります
※すでにセンサー面にキズがある場合や、電池残量によっては受付できない場合があります

カメラの液晶モニターは撮影

除いてもらえます︒
です︒

よう︑ぜひお試しください！

飛行機や新幹線の外装コーティ

た蜂の巣構造の極薄被膜が︑液

円（税込）

3,300
1台

写真に写ってしまうセンサーのゴミや汚れを
専門の道具を使って清掃します

3,850円
（税込）

①ボディ外観清掃

②レンズ・フィルター外観清掃
﹁塗るガラスコーティング﹂は︑

丁寧に清掃してもらえます︒手
ングにも使われた強度素材の液

前後玉を含むレンズの外観を
持ちの布では拭ききれなかった
ターに塗布します︒塗布後約

体コーティング剤を︑液晶モニ

枚まで含む︶

汚 れ も な く な り ま す︒︵ 付 属 の
フィルター
接点を傷めないコーティング

晶モニターを強力に保護してく

時間で完全に硬化し︑形成され

で︑接点不良による機能低下や

れるのです︒料金は︑１件３︐

ガラスコーティング
レンズ・フィルター外観清掃

1点

1,100円
1点

③接点コーティング

動作不良が予防・改善されます︒

５００円︵税込３︐８５０円︶

《 フォトカルチャー倶楽部会員なら表示されている価格から

14
PCCの撮影イベントP.25 〜 37で撮影した写真をプリントして飾りませんか？
フォトカルチャー倶楽部（PCC）会員のお得な特典情報はこちら→P.46

15

35mmフルサイズ、APS-Cサイズ以下

センサー
クリーニング

これで︑大事な撮影の時に通

カメラメンテナンスサービス

35

10

清掃が難しいセンサークリーニングもカメラのキタムラなら、最短当日仕上げ！

最短当日仕上げ

です︒

ちょっとした水滴も抜群に弾きます。

1,100円
（税込）

クイック
メンテナンス

信エラーが発生してシャッター

③接点コーティング

1点

1,100円
1点

最短10分仕上げ

専門の知識を持ったスタッフが、しっかり対応してくれて安心です。

8

※一部対象外の製品があります︒
※一部実施していない店舗があります︒

②レンズ・フィルター外観清掃

チャンスを逃すことがなくなり
ます︒

①ボディ外観清掃

接点コーティング
ボディ外観清掃

10
1

ルム現像と一緒に﹁スマホ転送

ことも人気の一 因 で す ね ︒ 現 像

一つとして受け 入 れ ら れ て い る

がおしゃれで︑ フ ァ ッ シ ョ ン の

ムカメラ自体の レ ト ロ な 雰 囲 気

ています︒また 撮 影 す る フ ィ ル

を見ていたり︑近くのお店で買

ます︒店内で写真用品やカメラ

あるので最短１時間で仕上がり

いですね︒当店なら︑現像機が

やはり若い世代のお客さまが多

らい受付することもあります︒

多い日では︑１日１５０本く

ょうか︒

さを体験してみてはいかがでし

で︑この機会にフィルムの楽し

のキタムラで受付していますの

らスマホ転送まですべてカメラ

フィルム写真のことは現像か

ＰＣＣ会員なら
フィルム現像がお得 ！
カメラのキタムラは︑ＰＣＣ
会員なら会員証をご提示いただ
くとフィルムの現像代︑プリン
ト 代︑ ス マ ホ 転 送 代 が す べ て
％ＯＦＦになります︒さらに

％ＯＦＦです︒かなりお得で

ネガフィルムを購入する時も

10

味 が ある 出 来 上 が り
フィルム 写 真 が 再 び 人 気で す ！

影という方も増えているようで
フィルム写真をスマホに転送し

サービス﹂も受付しています︒

中古カメラでは︑フィルムカ
たい場合は︑現像する際に﹁ス

メラを探しに︑

ッフがお手伝いするので安心で

やり方がわからない場合はスタ

マホにデータを転送できますし︑

伝えください︒簡単に自分のス

マホ転送もしたい﹂と店員にお

代の学生さん

すね︒

若い世代にもベテラン世代にも人気のフィルムカメラについて、
カメラのキタムラで日本一フィルム現像を受付している東京・渋谷店に話を伺いました。

フィルム写真のどんなところが
人気なのでしょうか？
フィルムは︑ や わ ら か さ や 質
代のベテランまで非常に

幅広いお客さまがご来店されま

から

トロな雰囲気が 表 現 で き ま す ︒
新しい写真表現 と し て 若 い 方 を
中心に広がり︑ イ ン ス タ グ ラ ム

という手間があ る 分 ﹁ 撮 っ て 仕

すよ︒

上がるまでが楽しみ﹂﹁フィルム
い物したりしている間にできち

ベッドが完備されていること︒

目は︑全店舗で授乳室・ベビー

スケジュールが組めます︒２つ

お子さまの状態に合わせて撮影

てしまったりしても︑焦らずに

こと︒疲れてしまったり︑泣い

で後日撮り直しができるという

メな日は無理に撮影せず︑無料

つ目は︑お子さまがご機嫌ナナ

は特別な気遣いがあります︒１

オだからこそ︑赤ちゃん撮影に

ハレの日を祝う記念日スタジ

あります︒

目で活用できるキャンペーンが

﹁お誕生日﹂など︑いろいろな節

お食い初め﹂﹁ハーフバースデー﹂

くさん︒﹁お宮参り﹂﹁百日祝い・

での撮影キャンペーンが盛りだ

んの成長をお祝いするイベント

スタジオマリオには︑赤ちゃ

赤ちゃん撮影は
キャンペーンいっぱい

赤ちゃんの成長はあっという間。日々の変化が楽しみですよね。
特に１歳までは見逃せないイベントばかりです。
一生に一度の節目を、記念日スタジオで写真に残しませんか。

カメラのキタムラなら︑フィ

フィルム写真をどうやって
スマホに転送するのですか？

って味がある﹂ と い う 声 も よ く
また︑フィル ム 世 代 で あ る シ
ニアのお客さま に は
﹁懐かしい﹂
とご自宅に眠っ て い た カ メ ラ を
引っ張り出して 散 歩 つ い で に 撮

店長

原田 浩一さん

ゃいます！

などのＳＮＳなどでアップされ

教えてくれた人

聞きます︒

一日に、
どれくらい
フィルム現像がありますか？

す︒

感といったデジ タ ル に は な い レ

10

そういった風合いのある写真が︑

80

トがおすすめ︒ 時間予約を受

撮影の予約は︑インターネッ

予約はネットで楽々完了 ！

会されることをお勧めします︒

影する方はぜひＰＣＣ会員に入

すので︑たくさんフィルムで撮

10

カメラのキタムラ東京／渋谷店

想定外なことが起こりがちな赤

派の方も安心ですよ︒

綿密なスケジュールを立てたい

の１年前から受付しているので︑

クセスできます︒また︑撮影日

ホからでもパソコンからでもア

店がすぐに見つかります︒スマ

が検索できるので︑最寄りのお

付していて︑地域や駅名で店舗

24

16
フィルム写真の作例写真は、PCC事務局むなぞーこと宗像が撮影（PCCホームページで写真日記
「むなぞーの写真びより」
を連載中）
※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。

17

パーソナルカラーやリトミックなど、さまざ
まな専門知識を持ったスタジオマリオのスタ
ッフが、最高の表情を引き出します。
スタジオマリオの
ホームページはこちら

可 愛 さ 満 点 、幸せいっぱい
赤 ちゃん 撮 影 は
スタ ジオマリ オで

お誕生日撮影は、大きなケーキと一緒に！

スマホ転送はフィルム1本につ
き800円
（税込880円）

ちゃん撮影でも安心です︒

まだPCC会員に
なっていない方は、
P.47へ！

衣装は、着物からベビードレスまで、可愛いものが揃っています。
お宮参りやお食い初めの記念撮影
なら、専用の撮影小物も用意して
います。

現像料金は720円
（税込792円）
、
定番のＬサイズは
1枚37円
（税込40円）
から
■カメラキタムラ ネガフィルム現像サイト
https://www.kitamura-print.com/nega̲print/

こと ほ

かいま 見 る
奥 ゆかし き 富 士
︿新年・冬の季語﹀

フォトカルチャー倶楽部︵PCC︶理事の板見浩史が︑
PCC会員が撮影した写真を元にエッセイをつづります︒

のような奥ゆかしい富士なら凡

んでしまいがちだが︑この写真

頃やましさのある御仁などは怯

き出でて﹂とした描写が卓抜だ︒

か︒枯れ木を背景に出た星を
﹁咲

妻の温みを思い出したのだろう

る木々の寒々しい姿に︑思わず

みなさんも︑季節の言葉をヒントに撮影してみてはいかが？

人でも安心である︒

妻恋へり裸木に星咲き出でて
石田波郷

初富士にかくすべき身もなかりけり
中村汀女

水面で丸まって寝る冬の水鳥の

＊＊＊

冬の樹木を表す季語に﹁枯木﹂
姿をたとえて﹁浮寝鳥﹂という

＊＊＊

﹁枯木立﹂
﹁枯木星﹂などがある︒
季語もある︒一見︑呑気に思え

浮寝鳥

もちろん実際に枯れているわけ
るが︑うっかり獣に襲われたり

裸木

なんでも近くでまじまじと見
ではなく︑葉を落とした姿が枯
し な い よ う︑ 時 々 は 水 を 掻 き︑

見せぬほうが趣がある︑という

なくては気の済まない人は別と
木のようだということ︒同様に
それとなく岸辺から距離を取っ

出しているようで本当に寒々し

一例だろう︒

して︑高貴なもの︑美しいもの
ちらは冬の寒さに骨身をさらけ

﹁ 裸 木 ﹂ と い う 季 語 も あ り︑ こ

いイメージがある︒

はだか ぎ

はむしろ遠くにあって心で感じ
ているようだ︒

うが︑おそらく写真家では少数
結核療養中に多くの秀句を生

派に違いない︒
新年の清々しい気分を表わす

配を言うのだろう︒
あまりに正々

おそらくこのような距離感︑気
れてサナトリウムの窓から見え

裸木を詠んだ句がある︒日が暮

呼ばれた俳人に石田波郷がいて︑

季語に〝淑気〟というのがあるが︑ み出し﹁療養俳句﹂の代表とも

堂々とした初富士の姿には︑日

柴田白葉女

水鳥のしづかに己が身を流す

えば︑気が楽になる︒

らの意志で﹁流している﹂と思

されている﹂と思うと辛い︒自

人間もそうだが︑自分が﹁流

ていたい︑という人もいると思

この写真︑富士山とてすべてを

見える条件を言う諺もあるが︑

傘の内⁝などと︑女性が美しく

富士の景色は珍しい︒夜目遠目

うに朝霧をまとった奥ゆかしい

も多くの傑作を見るが︑このよ

有名な撮影ポイントなので他に

写真は田貫湖から見た富士だ︒

初富士

初富士・裸木・浮寝鳥

①SONY α7R Ⅲ、②FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS、③F6、④1/640秒、⑤ISO200、⑥静岡県富士宮市：田貫湖

季節を
言祝ぐ

「朝霧」清水和男さん
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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撮影場所

あなたはどれに参加しますか？

ＰＣＣリモートおうち写真教室
なにかできるの？
知りたいテーマの講座を選んで申込

講師に直接質問して、疑問や知りたいこ

み、インターネット上で集合して講師

とを解決しながら写真の腕を上げたい

とほかの参加者の方と会話をたのし

方。受けたい内容を選びたい方。定期的

みながら写真を学べます。

に写真の話で盛り上がりたい方。

お申込み方法

最近は、リアルにお会いするイベント以外にも、インターネット上で、
どこからでもご参加いただけるイベントを増やしました。
いろいろ増やしたサービスを会員のみなさまに知っていただくために、一覧にまとめました。

Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」

②参加費銀行振り込み

「PCCリモートおうち写真教室」で使うインターネッ
ト上で会話できるZoomシステムの練習会（参加費無
料）もあります。くわしくは次のページ（P22）をご覧
ください。
リモートおうち写真教室にご参加いただいている方は
60 〜 80代の方がほとんど。新しい講座体験へのご参
加をお待ちしております！

③開催１週間前に、ご参加いただく
方法をメールでご連絡します

毎月開催！ 続けて学べるリモート写真教室

〉

各回の講 座内容や開催日時はＰＣＣのＷｅｂページをご覧ください。
参加費

［講師］

［講師］

初心 者にもやさしく安心
写真の基本講座

出会いがいっぱい！
撮 影さんぽ

酒井宏和

新しいジャンルに
挑 戦してみよう

＊

先生

マクロで楽しむ！季 節の花
の撮り方 講 座

［講師］

［講師］

中村敏郎

先生

早川幸夫

＊

先生

＊

先生

写 真の完 成 度をアップさせ
るレタッチはじめの一歩

［講師］

淺井勝久

＊

先生

ポートレートのススメ

［講師］

野田真愉美

写真上達 中・上級者

先生

女 性も安 心 “いいね！”と
言われる写真センスアップ講座

＊印の講師は、P25のPCC写真部、P30写真教室・撮影会でも講師を担当しています。リアルな撮影会と、リモート
イベントを組み合わせることでさらに理解が深まります。

日本写真講師協会共催

フォトインストラクター
認定講座

［日時］
12月26日
（土）10:30 〜 12:00

➡P38

［参加費］
PCC会員3,000円 一般4,500円
付録DVDに出演している写真家・成澤弘
幸さんの講座をインターネット上で会話
できるZoomシステムを使って開催します。
星空を撮影するときのカメラ設定や装
備、撮影地を選ぶときのポイントなど、
星空撮影の基礎がわかります。
講師とリアルタイムで繋がっています
ので質問もできるのが魅力です。
「Zoomの使い方練習会」もありますので、
安心してご参加いただけます。
申し込みは
このQ Rコードから
アクセスしてください

メールマガジン

著名な先生がアドバイス

リアルアナログ

國政 寛

［講師］

『フォトコンライフ』
付 録 D VD 連 動 イ ベ ン ト

（20名様限定・先着順）

撮りたいイメージを表 現する
写 真の心 得 帳

［講師］

＊

先生

季節を感じるフォト講座

＊

先生

下のイベント一覧の図は、上下左右のエリアによって、イベントの形態や対象のレベルがわかるようになってい
ます。左側はイベントの形態が「リアル・アナログ」、右側は「リモート・オンライン」です。また、上に行くほど写
真の中級・上級者向けにのイベントになっています。気になったイベントがあれば、各ページの詳細を見て、参
加したいものを選んでみてくださいね。会員価格で受講できるもの、会員限定で無料で参加できるものなど、会
員特典を使って、写真上達・交流・発表を楽しんでください。

写真添削サービス
写真プリントに講評

➡PCCのWebページへ

カメラの
キタムラでの
会員特典
➡P46

Facebook上のコミュニティ

動画で見て講評で納得

➡P23

➡P22

PCC全国交流
グループ

年間通して楽しめる

ＰＣＣ写真部
➡P25

全国年間400〜 500回開催

写真教室・撮影会
➡P30〜36

〈 参加者の声 〉

知りたいテーマを
選んで受けられる

カメラの
使い方や撮り方を
じっくり聞ける

PCCリモート
個人レッスン
➡P22

PCC動画講座
➡P23

Facebook上のコミュニティ

初心者向けグループ
PCC自由広場
➡P23

◯はじめてインターネットでの講座に参加して、参加するまではどきどきしましたが、や

地元で参加できる安心感

ってみたらZoomの操作は難しいことはなにもなく、講座当日は安心して写真教室の内容

カメラのキタムラ
共催写真教室

を聞くことに専念できました。

➡P36〜37

◯インターネット上でも、先生と近くで話しているような感覚でした。普段撮影している

PCCオンライン
写真教室

初心者向け
YouTube無料講座

フォトカルチャー TV
➡PCCのWebページへ

オンラインデジタル

［講師］

山邉寿美子

森川ゆみ子

先生

講師の作例をもとに撮り方のコツがわかります

成澤広幸さんの
「星空撮影とロケーション選びの基礎」

PCC 会員2,000円、一般3,000円（15名様限定・先着順）

於土井豊昭

NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部（PCC）には、カメラを買ったばかりの
入門・初心者の方から中・上級者の方も楽しめるサービスがあります。

各地から参加者が集まります

提供方法

①ＰＣＣのＷｅｂページからお申込み

〈

写真がもっとたのしくなる
ＰＣＣのサービス

こんな人におすすめ

Web上で集合するから
質問できる

PCCリモートおうち
写真教室
➡P21

Zoom練習会
➡P22

ときの悩みや疑問も聞いていただき解決でき、ほかの参加されている方の質問なども参考
になりました。今後の講評会も楽しみです。
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成澤さんの美しい星空写真についてお話が聞けます

入門・初心者
20

ＰＣＣ動画講座
なにかできるの？

ＰＣＣリモート個人レッスン

こんな人におすすめ

お申込み方法

なにかできるの？

こんな人におすすめ

知りたいテーマの動画講座を選んで

自分の好きな時間に写真を学びたい

①PCCのWebページにアクセス

インターネット上で、講師と１対１の

個人でレッスンを受けたい方、カメラを

１本ずつ購入できます。月額2,200円

方、受けたい内容を選びたい方。

②フィルムィーに登録

マンツーマンで90分撮り方が学べま

買ったばかりの方、カメラの設定方法を

③ご希望の講座を購入、クレジット決済

す。

聞きたい方、フォトコンテストで入賞した

ですべての動画見放題のコースもあり
ます。

受講イメージ。自分のペースで質問できるのが
魅力

い方、作品講評を受けたい方。

お申込み方法
提供方法

［講師］

［講師］

動 画 販 売サイト「フィルムィ−」の
PCC 専用ページ

かんざわあき

森川ゆみ子

先生

◇ボケについて
◇雨の日の撮 影
◇ストロボ・CU CTA Sの使い方

先生

「 出会いがいっぱい！撮 影さんぽ」

③開催１週間前に、ご参加いただく

〈 3タイプ 〉
①無料体験版
②１講座個別購入500円から
③月額2,200円ですべて見放題

PCC 会員7,000円、一般8,500円
（1名様限定・先着順）

こんな人におすすめ

PCCオンライン写真教室
なにかできるの？

こんな人におすすめ

PCC 会員限定のFacebookグループで写真を投稿、ほかの

撮った写真を誰かに見てほしいと思っている方、写真好きの人

月額料金タイプのオンライン写真教

継続的にレベルアップしたい方、自分の

メンバーの投稿に対して「いいね」ボタンやコメントで交流

と交流したい方、気軽にフォトコンテストに参加したい方、写真

室。月４本の動画講座のほか、月２回

好きな時間に写真を学びたい方、作品

できます。写真を軸に全国の会員さんが出会い、情報を交

を学びたい方。

受けられるオンライン写真講評でステ

講評を受けたい方。

メンバーは2100名。

1. 全国の人PCC 会員の写真を見て学べる
２. 自分の写真に「いいね！」やコメントがもらえる
３. ウィークリーコンテストに参加できる
写真を始めたばかりの方やFacebookを始めたばかり

提供方法
DMMオンラインサロン

ップアップ。同じ時間に集合しないた
め、好きな時間に受講できます。

お申込み方法
Facebookの検索キーワードで「PCC 全国交流グループ」検索
→「グループに参加する」ボタンを押す→「グループへの参加方

お申込み方法

法」に記載されている申請フォームから申請→事務局から許可

①PCCのWebページにアクセス

させていただいたら、グループに写真を投稿できます。

②「DMMオンラインサロン」で登録、クレジット決済

参加費
月額制

③参加者限定のFacebookグループを使用して動画提供・写真講評

PCC 会員2,700円、一般4,320円
※1週間おためし無料期間あり

提供方法
Facebook

》ラインナップ

の方も気楽に投稿できるFacebookグループ「PCC自
由広場」も新設しました。まずは「PCC全国交流グル
ープ」に参加申請してください。

〈練習会の内容〉
１. まずはZoomで「PCC写真教室の部屋」に
接続できるかチェック
２. 映像・音声の確認
３. 受講方法説明
４. 操作方法説明
５. 質疑応答

※個人レッスンの講師、講師が使用しているカメラ
メーカー、講座内容についてはPCCのWebページを
ご覧ください。

換し、楽しく交流するコミュニティを目指しています。現在

参加費

【お問い合わせ・お申し込み】 お気軽にお問い合わせください。 npopcc
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P21の「PCCリモートおうち写真教室」や「PCCリ
モート個人レッスン」で使うインターネット上で
会話できるZoomシステムの練習会です。接続や使
い方がご心配な方は、こちらのZoom練習会にご参
加ください。PCC事務局がやさしく・わかりやす
く使い方をお伝えします。定期的に開催します。
開催日時はPCCのWebページをご覧ください。

参加費

Facebook PCC全国交流グループ
なにかできるの？

Ｗｅｂ会議システム「Ｚｏｏｍ」
使い方が不安な方は！ 「Zoomの使い方練習会」

先生

「 鉄 道のある風 景」

参加費

②参加費銀行振り込み
方法をメールでご連絡します

［講師］

伊藤宏美

提供方法

①ＰＣＣのＷｅｂページからお申込み

たっちゃん先生の

無料

☎03-3230-2605（平日10:00〜18:00）

岩田先生の

「季節の風景撮影テクニック」

「脱初心者！撮りながら覚えるレベルアップ講座」

《 講師／中田達男 先生 》

《 講師／岩田賢彦 先生 》

◇氷の料理方法①
◇氷の料理方法②
◇インパクトある雪景色
◇冬ならではの被写体発見眼

◇人物ポートレート撮影
◇動物園での撮影術
◇フラッシュ撮影の基本
◇フォトコンテストにチャレンジ
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今年も
す！
やりま

12 ヶ月で 12 回の 「新しい写真体験」

「PCC 写真部」各地でメンバー募集
例年大好評の「PCC 写真部」を今年も開催！

年間のスケジュールとともに、

各部のオススメ講座をご紹介します。様々な経験をみなさまにご提供いたします。

NEW

NEW

クニさんのマクロ写真部

ナビゲーター
國政寛

【大阪・京都】

よねさんの動感撮影術

【大阪・兵庫・京都】

花や虫たちの小さな世界に魅了され、
夢中でシャッターを切る日々です！

嵐電の
撮影スポットを巡る

おしゃれなリゾートホテルの庭園に
満開の紫陽花が広がります。マクロ
でのクローズアップはもちろん、庭
園の雰囲気を入れた写真にもチャ
レンジしましょう！

動く被写体をどう捉え、
どう表現す
るか？ 古都を走る嵐電で実践し
ます。

4月18日
（日）

5月5日
（水・祝） ドラゴンボートを力感たっぷりに撮影

7月11日
（日） 初夏の花たちをみずみずしく撮る 万博記念公園

6月20日
（日）

8月22日
（日） 風にそよぐ風鈴を涼しげに写す 水無瀬神宮

7月22日
（木・祝） 泥だらけのイベントを楽しく 田原泥んこバレー

9月5日
（日）

8月22日
（日）

初秋の花や蜘蛛の巣をマクロで切り取る 京都府立植物園

宇治川ドラゴンボート

夕景の遊園地を雰囲気良く 生駒山上遊園地
だんじりを熱く撮る 岸和田だんじり祭

11月21日
（日） マクロレンズでイルミネーションにチャレンジ 大阪

10月17日
（日）

大迫力で迫る飛行機を狙う 千里川土手

1月16日
（日） マクロで楽しむ温室の花たち 咲くやこの花館

12月5日
（日）

サンタマラソンを楽しく熱写

2月27日
（日） 古都の梅をマクロで愛でよう 京都御苑

1月3日
（月）

聖地・花園の高校ラグビー 花園ラグビー場

3月13日
（日） 初春の花たちを撮り歩き 服部緑地 都市緑地植物園

2月20日
（日）

飛来する鳥たちを写し止める 神戸どうぶつ王国

3月27日
（日） 講評会

3月13日
（日）

1年を振り返って 総合学習センター

Asai超絶ライティング写真部

NEW
ナビゲーター
浅井武

フラッシュを使った写真、光輝く被写体を撮ります。
目を奪われる超絶写真へようこそ！

ミッチー写真部

ナビゲーター
中川倫子

ご一緒に笑顔と感動の旅に出かけましょう。

葛城山のすすきの中で
秋の風に吹かれる

5月23日（日）
久屋大通公園

10月16日（土） 葛城山

葛城山山頂からは大和の地が一望
でき、秋はすすきが見事です。爽や
かな風の中で秋の良き日を楽しみ、
輝くすすきを撮影しましょう。

リニューアルしたテレビ塔をバック
にモデルを配してストロボ撮影に挑
戦！ ブライダル写真の撮影経験が
できます。
4月3日
（土）

近江八幡〜水郷を歩き早春の景色に出会う 近江八幡

5月16日
（日）

遊女伝説の残る漁港を歩く 室津

6月19日
（土）

薔薇の彩りとハーブの香りに包まれる 布引ハーブ園

7月24日
（土）

大阪中崎町でレトロモダンを見つける 大阪中崎町

9月11日
（土） 自然な表情を撮る！残暑の木陰ポートレート 名城公園

8月中旬予定

夕方の飛行場で飛行機撮影に挑戦する 伊丹スカイパーク

10月17日
（日）マジックアワーに輝く飛行機 中部国際空港スカイデッキ

9月23日
（木・祝）内湖の風景と琵琶湖岸の彼岸花を愛でる 近江今津

11月14日
（日）輝く工場夜景と巨大橋梁の夜景

11月20日
（土）

京都東山で秋色に染まる 京都三条

12月19日
（日）イルミネーションの個性をひき出す撮り方を学ぶ JRツインタワー展望デッキ

12月18日
（土）

クリスマスイルミネーションを楽しむ 淀屋橋

1月15日
（土） マクロ＋ライティングで本格的なお花の撮影

1月5日
（水）

お正月の有馬で温泉街の雰囲気を切り取る 有馬温泉

荒子川公園
久屋庭園フラリエ

7月10日
（土） オリジナル太陽（ストロボ）を持って、街中スナップ

未定

跳ねる水を光で止める！幻想的なテーブルフォト 名古屋市公会堂

金城ふ頭中央緑地
安城デンパーク公園

2月中

フォトレタッチに挑戦！修正・整理編

会議室

3月中

1年の終わり。講評会で次に目指したいことを見つける 会議室

2020 年の開催の様子は PCC ブログをご覧ください

①Canon EOS 6D、 ②TOKINA AT-X 16-28 F2.8
PRO FX 16-28mm F2.8、③F2.8、④30秒╳100枚
（比較明合成）
、⑤ISO1250、⑧2019.12.09、
⑨広島県安佐北区

大阪城公園

【大阪・滋賀・京都・兵庫】

マルチ発光で
ゆらめく残像を美しく

6月26日
（土） カラーフィルターを使った幻想的なモデル撮影

日の出２時間前に現地に到着。薄い雲海に透
ける街と、満天の星空が目に飛び込んできま
した。急いでインターバル撮影開始！ 滑り
込みで夜明け前の星の軌跡を撮ることができ
ました。

疾走する自転車レース、スピード感を出して 岸和田競輪場

9月5日
（日）

会議室（大阪府で開催予定）

勝原 康博さん

動感撮影術を学びます 総合学習センター

10月17日
（日） 田園風景の中でコスモスを撮ろう！ 穂谷コスモス畑

【愛知】

星回しと雲海の共演ですね。
なんとも贅沢な夜を過ごされ
ましたね。

「荒谷山の星ぐると雲海」

5月23日
（日） ビジネス街の真ん中でバラを楽しむ 靭公園

NEW
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うまい！ かなりカメラを使
いこなしていますね。いい作
品です。

11月23日（火・祝） 嵐山電鉄

4月25日
（日） 春の花たちに誘われて 鶴見緑地

8月8日
（日）

フォトカルチャー倶楽部
（PCC）のFacebookグループには、
日本全国あらゆるところで撮影された写真が投稿されます。
あなたもPCCのFacebookグループに参加して、会員のみなさんの写真をチェックしてみませんか。参加方法はP23へ。

ナビゲーター
米澤確

おしゃれなリゾート
ホテルで紫陽花を撮る

ストロボで個性的な桜に挑戦

澄んだ空気を撮りたくなる冬

スポーツ・祭り・乗り物など〟動きモノ〟を上手く撮る
コツ & テクニックをマスターしましょう。

6月20日（日） ロッジ舞洲

4月4日
（日）

Facebookグループに続々投稿

らくあれば、らくばっかり

2月5日
（土）

菜の花ごしに雪の比良山を眺める 守山

3月中旬予定

一年間の思い出を発表しよう 会議室

うっとりですね。黄金の景色、
素晴らしいです♡
水の中にある木のシルエット
にくぎ付けです。素晴らしい
夕景です！

「琵琶湖の静かな夕暮れ」
雁子 淳子さん

湖北に飛来しているコハクチョウを見た帰
り、夕景があまりに美しくて撮影しました。
真冬とは思えない静かで穏やかな夕暮れでし
た。
①Nikon D3400、 ②AF-S DX NIKKOR 18-300 ㎜
f/3.5-6.3 G ED VR、③F22、④1/1600秒、
⑤ISO400、⑥晴天日陰、⑦レンズ保護フィルター、
⑧2020.1.11、⑨滋賀県長浜市湖北町

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ホワイトバランス、⑦フィルター、⑧撮影日、⑨撮影地
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お 申 し 込 みに つ いて
●写真部年会費

一般：15,000 円

●撮影会参加費

【申し込み方法】

PCC 会員：10,000 円

下記の方法でお申込みください ＊電話受付なし
①ホームページ npopcc

各回設定

年会費の他に各回基本 3,000 円の参加費がかかります
（企画によっては別途価格設定があります。くわしくは Web
ページをご覧ください）

●定員

●申し込み締切

各部 20 名

のだっち写真部【福岡】

ナビゲーター
野田益生

写真部メンバーは、熊本・福岡・山口・広島など各地から。
2021 年も頑張りましょう！

写真部メニュー

② FAX 03-3230-2607
③はがき郵送

Ｐ 46 に住所を記載

FAX・郵送でのお申込みの方は、①お名前②お電話番号③ご住所④希望の部
⑤会員の方は会員番号をご記入の上お送りください

ハッピー写真部【神奈川・静岡】
「楽しんでこそものの上手なれ」
ご一緒に楽しんで写真を撮りましょう！

キラキラな
工場群の世界へ

●定員以上のお申込みがある場合には抽選とさせていただきます
●1月15日
（日）
までに抽選結果をメールまたは郵送でお送りいた
します
当選された方へは各回の申込書をお送りしますので、参加ご希望の回をお申込
みください

もんげぇ。写真部【中国・四国】ナビゲーター
虫上 智
最近シーカヤックを始め、
船上からの撮影に挑戦しています。

●その他

• すべて日帰り講座、現地集合現地解散です
• 会員さまのご家族が同時にお申し込みの場合、年会費は会員価格です
• 各回のキャンセルは、開催日の 1 営業日前 18 時までにご連絡いただいた
場合のみ、次回に充当または最終回終了後にご返金いたします
• 日程・内容が変更になる場合があります
• 部のかけもちも可能です ( 年会費はそれぞれの部に対してかかります）
• 他部の撮影会にも空きがあればご参加いただけます ( 別途価格設定あり）

●お問い合わせ TEL 03-3230-2605（平日 10 時〜 18 時）

北関東満喫写真部【北関東】 ナビゲーター
桜田文洋
身近な自然を求め探し回っています。

8月8日（日） 宮浦公園

モデルさんがいる
夕景撮影

10月17日
（日） 鎌倉江の島近辺

真新しい水族館に
行ってみよう

こんもりした丘の上の公園から三井
化学工場の夜景を撮ります。工場ま
での距離も離れていないので撮影
向きです。標準から300mmの望遠
レンズで十分に撮影できる穴場ス
ポットです。

夕日の沈む時間帯を狙って海辺で、
夕景とモデルのシルエット、浜辺で
戯れる姿を狙いながら、美しい夕日
の表現方法を学びます。

四国・宇多津町に四国最大級の水
族館が去年できました。水槽が奇麗
なうちに撮影に行きましょう！

神秘的な絶景

11月20日（土） 絶景大自然

8月8日（日） 香川・四国水族館

大自然を下から見上げ、上から見
下ろせる贅沢な景色。川沿いを1周
して景色のうつり変わりをしっかり
撮っていきましょう。

4月3日
（土）

夜桜ナイト！！ 草場川

4月18日
（日）

飛行機で流し撮り！ 羽田空港

3月14日
（日） アート電車で行く尾道散歩 岡山駅前

4月3日
（土）

5月8日
（土）

そよ風に泳ぐ鯉のぼり＆壮大な滝を撮る 紫川＆菅生の滝

5月16日
（日）

スローシャッターで滝を撮る 万葉公園

4月4日
（日）

5月15日
（土） 花の楽園

6月20日
（日）

モデルさんがいるお花畑

5月16日
（日） 夕暮れのポピー畑を撮影

6月13日
（日） 梅雨時期の修行僧

太宰府天満宮周辺

生田緑地

フォト旅 春の鳥取砂丘

鳥取砂丘
笠岡ベイファーム

鯉のぼりと桜のコラボ 館林城ゆめひろば
足利フラワーパーク

6月19日
（土） 歴史と文学の学び 足利市

7月4日
（日）

箱根登山鉄道とアジサイ 箱根登山鉄道沿線

6月6日
（日）

ホタル撮影に挑戦してみよう まんのう公園内ホタル見公園

7月17日
（土） パワースポット巡り 日光市

8月夜間開催日

競走馬の勇姿を撮ろう！ 大井競馬場

7月4日
（日）

高松城址で朝の蓮の花を撮る 高松城址

花火開催日

花火撮影

10月9日
（土） 季節の鳥をフォトハンティング 東よか干潟

9月中旬

えっさほい踊り散策

9月12日
（日） 座学・みんなのプリント講評会 岡山市内Mitsuzumi B.L.D（三鼓ビル）

9月4日
（土）

清流と秋海棠 出流山満願寺

11月7日
（日） コスモスと鉄道のコラボ 平成筑豊鉄道

11月28日
（日）

薬王院で紅葉狩り 高尾山

10月3日
（日） 彼岸花・真っ赤な絨毯を撮影しよう 古見川東公園

10月16日
（土）秋風満喫

12月19日
（日） きらきらイルミと光跡を狙おう！ JR博多駅

12月19日
（日）

イルミで夜の宝石を撮る 江の島コッキング苑

11月14日
（日） 岡山市の運動公園で紅葉撮影 岡山市運動公園

12月11日
（土）冬といったらわくわく！イルミネーション 東武動物公園

1月8日
（土）

1月16日
（日）

江ノ電沿線散策

12月5日
（日） 下津井の夕暮れ 岡山駅前付近

1月15日
（土） 地下要塞探索

2月20日
（日）

ウメと早咲き桜で春を感じよう 小田原フラワーガーデン

1月16日
（日） 水島工業地帯幻想的な夜景

児島宇野津公園付近

2月19日
（土） 地上7階からの絶景

3月中旬

作品発表会・講評会

2月13日
（日） フォト旅 うさぎの楽園と廃墟

大久野島

3月12日
（土） 作品講評会

7月14日
（水） 星空撮影に挑戦

背振少年自然の家

9月26日
（日） 真紅の曼殊沙華と鉄道

3月6日
（日）

JR唐津線

出初式inマリンメッセ マリンメッセ福岡

2月26日
（土） ピンクの花とメジロ撮影
総講評と懇親会

那珂川市

福岡市内

くっきー写真部【大阪】

ナビゲーター
クキモトノリコ

旅と写真と晴れ女。
毎月写真部でのショートトリップを楽しみにしています！

小田原

江ノ電沿線
会議室

とっしー写真部【奈良】

ナビゲーター
中村敏郎

先日「楽園」のような風景に出会い、
胸がどきどきしました。

冬の風物詩
若草山の山焼き

みんなと一緒だから早起きもがんばれる！！日中
の暑差でバテる前に撮影を楽しんじゃいましょ
う！

古都奈良の冬空を赤く染める若草
山の山焼きを楽しみます。

春のお花を満喫しに行こう！ 鶴見緑地公園

4月3日
（土）

桜と菜の花の競演

5月1日
（土）

青のじゅうたんを撮りに行こう！ 馬見丘陵公園

5月1日
（土）

世界遺産

6月12日
（土）

紫陽花と播磨灘...両方撮りたい！ 住吉神社（明石）

4月3日
（土）

藤原宮跡

朱塗りの建物と藤の花

春日大社

6月12日
（土）

アジサイ・アヤメの花風景

8月11日
（水祝） 風鈴の音色に涼を求めて 水無瀬神宮

7月17日
（土）

古寺の苔の絨毯とハスの花

9月11日
（土）

残暑を払いに滝を訪ねる 赤目四十八滝

8月28日
（土）

奈良のYOSAKOI バサラ祭り 奈良市内

10月9日
（土）

動物も、コスモスも！ ハーベストの丘

9月23日
（木祝） 葛城古道の彼岸花

彦根城・玄宮園

10月9日
（土）

斑鳩の里

ナビゲーター
西田省吾

馬見丘陵公園
唐招提寺

御所市

法起寺のコスモス 斑鳩町

加須未来館
大谷資料館
石下城

栃木市会議室

ヤスサン写真部【神奈川】

キリンの行進

都内で秋の静けさを表現

東京港の航路沿いの公園からは、
巨大な貨物船にコンテナを積み下
ろしする『ガントリークレーン』が活
躍する様子を一望できます。その姿
はまるで、
キリンが行進しているよう
です。

京都の庭園思わせる浄真寺で、秋
の静けさを撮ります。撮影ポイントが
多くあり、
良い穴場（撮影場所）
を見
つけた満足があります。

新たなる船出 東京国際クルーズターミナル界隈

5月29日
（土） 風薫る頃

神代植物公園

12月11日（土）九品仏・浄真寺

4月17日
（土） チューリップ

美しさ探求

6月12日
（土） 梅雨に映える 王子界隈

6月19日
（土） いろいろな花の撮り方研究

7月17日
（土） 里山の女王

7月17日
（土） 昭和レトロの雰囲気

国営武蔵丘陵森林公園

8月14日
（土） 東京ラビリンス 銀座界隈

8月21日
（土） マクロ撮影に挑戦

10月16日
（土）故郷の回顧録

9月25日
（土） 動物の食事風景

府中郷土の森博物館

大船フラワーセンター

鶴見線

国道駅周辺

横浜市内会議室
金沢動物園

11月13日
（土）プチ秘境駅探検 白丸駅界隈

10月23日
（土）空の青と西洋館 山手西洋館

12月11日
（土）煌きの東京 お台場

11月20日
（土）横浜夜景を望む ランドマーク展望台

11月20日
（土） 赤目四十八滝の紅葉

長谷寺の寒牡丹を愛でに 長谷寺

12月4日
（土）

晩秋の奈良公園

2月27日
（日）

河津桜と淀の町並み 淀水路

2月12日
（土）

発表会をしよう 会議室

2月19日
（土） ミステリーゾーン？
！ JR鶴見線沿線

2月26日
（土） 講評会

3月19日
（土）

夜の大阪港で光跡写真

3月27日
（日）

奈良公園の春

3月26日
（土） 春はあけぼの 神代植物公園

3月26日
（土） 桜と池で春を撮る 三渓園

奈良公園

横浜公園

5月15日
（土） バラの魅力を引き出す 生田緑地 ばら苑

1月22日
（土）

奈良公園

1月29日
（土） 寒空に咲く 皇居東御苑

ナビゲーター
櫻井靖夫

「変わりゆく季節を 1 枚の写真」と思いつつ撮っています。

12月19日
（日） 神戸のイルミを堪能しよう 南京町・ハーバーランド

大阪港周辺

名張市

未定

9月25日（土）青海南ふ頭公園

1月22日（土） 奈良公園

4月10日
（土）

11月27日
（土） 日本庭園の紅葉

ニチロー写真部【東京】
何気ない日常も素敵なドラマに変える。
写真って素敵ですね。

朝の花・蓮のために
がんばろう、朝活！

7月10日（土） 服部緑地公園
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ナビゲーター
早川幸夫

2021年1月5日(火)午後12時まで

＊空きがある場合には締切を過ぎてもお申込みいただけますのでホーム
ページまたはお電話でお気軽にご確認ください

二の丸庭園

1月29日
（土） 絶景の夕日を撮影

江の島周辺

横浜市内会議室
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どこに い て も 写 真 は 楽し め る ！

PCC各地の撮影イベント（1月〜3月）

PCCイベント 活動レポート

タブレットを駆使して
イメージが湧きやすい
講座作り

「みんなで新しい写真体験を！」は PCC のスローガン。
全国あらゆる場所で開催されている「PCC 写真教室・撮影会」、
12 ヶ月に 12 回 12 種類の被写体や撮り方を体験する「PCC 写真部」
、

２０２１年１月の講座では︑冬の

のあちこちに出かけて︑ふるさと再

講座を企画するために︑地元奈良

薬師寺の春をフォトスケッチ

世界遺産・薬師寺の華やかな朱塗りの建物を背景に、梅の花など春風景を撮影します。
※別途拝観料がかかります

3月31日（水） 和歌山・和歌山城

名城

13：00〜15：00

和歌山城の春風景をフォトスケッチ

紀州徳川家の居城だった和歌山城は、四季折々に美しい風景を見せてくれます。特に春にはソメ
イヨシノを中心に、約600本の桜が咲き乱れます。背景を工夫しながら撮影します。

奈良・和歌山県

風物詩・若草山の山焼きを撮影しま

発見という気分で撮影している中村

13：00〜15：00

先生

す︒この講座で特に学べるのが︑夜

世界遺産

先生︒﹁人の目にさらすことでさら

2月28日（日） 奈良・薬師寺

間撮影での三脚やレリーズの適切な

古都奈良の夜空を炎で染める若草山の山焼きは、冬の風物詩となっています。誰もが一度は撮っ
てみたい風景です。撮り方のレクチャーで初心者でも安心してご参加いただけます。

に良い写真が撮れると思います︒常

15：30〜19：30

使い方と︑花火や山焼きを撮影する

若草山の山焼きをフォトスケッチ

に前を向いて進んでいきたいと思っ

冬の風物詩

ときの露出などの設定・撮影方法で

1月23日（土） 奈良・奈良公園

ています︒﹂

中村敏郎先生の撮影講座 関西フォトスケッチ

す︒中村先生が事前に下見をして︑

どこで何を撮ればいいかを明確にし

てくれるので︑難しい夜の撮影も安

心して楽しめます︒また︑タブレッ

トを使って作例を最初に確認し︑撮

影がイメージできるように工夫して

いるそうです︒そのため︑﹁どこで︑

何を撮るかをイメージして撮影でき

る﹂という参加者の声が寄せられて

います︒

中村先 生の講座を受けた方の中

には︑﹁前回撮った写真を見て欲し

い﹂と写 真 を 持 参 される 方 もいま

す︒それを見る中村先生も︑良い写

真が撮れていたらうれしいし︑﹁自

分もさらに良い写真を撮らないとい

けないなあ﹂と刺激がもらえるそう

です︒

あちこちに出かけて
ふるさと再発見に

三脚やレリーズの使い方から丁寧に教えてもらえます。

オンラインでどこでも参加できる「PCC オンライン写真部」など、

中村敏郎

﹁できるだけ多くの人に写真を見ていただくと︑
さらにいい写真が撮れると思っています﹂

中村先生の撮影講座﹁関西フォト

スケッチ﹂は︑奈良・和歌山・大阪を

中心とした撮影地に︑﹁ちょっと気

分は写真旅﹂をコンセプトとして︑

楽しく出かけられるような企画とな

っています︒

みんなで新しい写真体験を !

いろいろなイベントを開催しています。
7月、9月のPCC Blogレポート

［2020.7.19］

ナビゲーター／野田益生

のだっち写真部［佐賀］
こんなふうに
撮れました

紅葉シーズンも楽しめる渓谷です。
可変 ND フィルターで、
水の流れを絹のように写します。

小林弥生

小灘敬子

犬・猫や風景
を中心にフッ
トワーク軽く
撮影。一緒に
学びましょう

普通の中にあ
る特別を見つ
け、
「写真に
対する想い」
を一緒に形に
しましょう

一期一会を大 『写真は写心、 花や虫たちの
切に、素敵な 心を写す』で 姿に癒されな
時間を共有し す。被 写 体か がら幻想的な
て写真を楽し ら受けた感 動 世界を楽しく
みましょう
を写しましょう 撮影します！

先生

先生

先生

倉本雅史

先生

國政 寛

先生

ナビゲーター／櫻井靖夫

ヤスサン写真部［神奈川］
こんなふうに
撮れました

クキモト
木方清二
川瀬陽一
加藤純一
岡野清人
大森隆一
内山政治
岩田賢彦
因幡雅文
天野中央樹 阿部一之
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
ノリコ 先生
こころの針が 「 秀 作 は あ な 『 被 写 体 を ど
触れた瞬間を たのそばに」。 う 表 現 す る 』
大切に、撮影 楽しみながら をモットーに
方法をお伝え 作品作りをお 作品づくりを
します
手伝い
しています

星やライブ撮
影が得意。撮
影のコツを分
かり易くお伝
え致します

モーションブ
ラー、透過光
の達人。客船
撮影や花マク
ロを楽しみま
しょう

旅行の撮影な
ど、幅広いジャ
ン ル を 撮 影。
どこへでも出掛
け、何でも撮る
のがモットー

風景・街角写 こころ優先の
真家。写真は 写真職人。こ
発見と出会い。 う撮りたい！
何をどう撮る という悩みも
かです
即解決します

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

カメラ開発や 一緒にワイワ
ドラマ制作の イしながら撮
経験を活かし、 影を楽しむこ
印象に残る写 とが上達への
真に導きます
近道です！

鼻に細かい水滴がついて、きらめいていました。
渡邉繁信

米澤 確

山本啓一

山邉寿美子 やまかわ
森川ゆみ子 林 貴美
早川幸夫
服部考規
野田益生
中田達男
種清 豊
田中栄司
田邊和宜
園田法文
佐々木 勇
櫻井靖夫
先生 けんいち先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生
先生

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

スポーツ写真
の伝道師。他
にも風景や祭
りなど、幅広
いフォトライ
フを展開

自然の中の撮
影 が 大 好 き。
動画・静止画
を動画ソフト
で編集、作品
に仕上げる事
を楽しみます

カメラで日常の
景 色 や自然 の
美しさを再発見
できる、そんな
写真の楽しさを
多くの方とシェ
アしたいです

先生
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先生

先生

見慣れた景色
を素敵な作品
に変身させる
魔法をお伝え
します

被写体の魅力
を引き出す達
人。一眼から
スマホ撮影ま
で教えます

お気に入りの
ヒコーキ写真
が撮れるよう
にお手伝いし
ます

感動をどのよ 竹内敏 信氏の
うに伝えるの 助 手を経 てフ
か、写真を楽 リーに。写真雑
しみながらお 誌 等で活 動中
手伝いします

「 写 真 撮 影 ス あわてず、ゆっ
タイルは自分 くり。ひとつひ
流 で お 気 軽 とつ、 コツ を
に 」 を モ ッ 身につけてい
トーに楽しく きましょう
撮影します

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

写真の楽しさ
を「 やさしく
わかりやすく」
伝えます。一
緒に楽しみま
しょう！

PCC 設立時か
ら講師を担当。
福岡、大阪を
中心に活動

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

デジカメの楽
しさを多くの
方にお伝えし
ます。初心者
大歓迎！

ホワイトバラ
ンス、露出補
正のもっと活
用して、感動
する写真にす
るお手伝いを
します

7 月ののだっち写真部は、コロナウイルス感染拡大防止のた
め、またもや予定していたイベントが中止に……。というわけで
企画を変更し、佐賀県の川上峡にある雄渕・雌渕公園で、渓
流と滝の撮影となりました。奇岩や巨岩が複雑な水の流れを作り、
ダイナミックな景観が楽しめるこの場所は、遊歩道や橋が整備さ
れていて、散策しやすくなっています。
前日の大雨で川は増水していましたが、流れは非常に綺麗。
みなさんも、さっそく広い場所で撮影の準備に取り掛かります。カ
メラの設定もしっかりと行いました！
今回試したのが、可変 ND フィルター。
可変 ND フィルターを使って、明るい場
影は
うに設
所でもスローシャッターが切れるように設
ね
の撮
水 辺 で すよ
い
定し、水の流れを柔らかく滑らかに表現
し
楽
しました。参加された皆さんも、
NDフィ
ルターで滝周辺の見事な流れを撮
影していました。
色々なテクニックを身につ
けて、場所に適した楽しい
撮影をしていきましょう
！

［2020.9.26］

わたしたちが楽しく撮り方をアドバイスします！

近藤まーと

イベント中止に負けず、滝巡り！

雨にも負けず、
撮影を楽しみました。

バックの丸ボケと彼岸花
ヤスサン写真部、今回撮影するのは彼岸花です！ 秋の晴れ
た空での撮影を期待していたのですが、今日はあいにくの小雨。
おまけに今年は高温続きで、彼岸花の開花が少し遅めに。その
名の通り、お彼岸の時期には満開になる彼岸花。9 月末はもう
枯れ始めていると思ったのですが、まだ開花していない場所もあっ
て驚きました。開花していない彼岸花は、なんだかモヤシみたい
でした（笑）
ともあれ、彼岸花をアップで撮影をしていると、思わぬ発見
が。 雨の雫が撮影に良い効果を出しているよう
で、彼岸花が輝いているように見えたり、雫
の重みで花がお辞儀をしているように見えた
花を 察して
り……。 小雨のおかげで、面白い被写
観
した
よく
きま
で
影
体との出会いがありました。
撮
藤 沢 市の小出川 沿いの彼 岸 花。
実は晴れた日は、遠くに富士山も
望める大人気のフォトスポットなん
です。 参加した皆さんも、良い天
気の日に再チャレンジするとのこと。
皆さん、良い写真を！
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1月31日（日） 神奈川・京浜工業地帯

闇に輝く不夜城！
川崎工場夜景

1月17日（日） 東京・葛飾柴又界隈

阿部 一之先生

16：30〜18：30

全国有数の工場夜景スポットである京浜工業地帯を夕
暮れから狙います。露出やホワイトバランスを駆使して
幻想的な工場夜景を描きます。定番ポイントにとらわれ
ず皆様独自の新規ポイントを開拓してみましょう。

撮影：服部 考規

寺社巡り・香り漂う
鎌倉梅探訪

寅さんが歩いた柴 又界 隈でお散 歩しながらの撮 影
「お写んぽ」を楽しみましょう。柴又駅から帝釈天、
時間があれば矢切の渡しまで足を延ばします。街並撮
影のコツや光の見方など楽しみながら学びます。

内山 政治先生

撮影：服部 考規

※別途拝観料がかかります

16：00〜18：00

月に向かって TakeOﬀ！
羽田空港の飛行機を撮る

2月20日（土） 東京・浜離宮恩賜庭園

撮影：服部 考規

15：30〜18：30

13：00〜15：00

デジカメ心得帳

シャッター速度で
夜の宝石を操る

16：30〜19：00

2月27日（土） 東京・葛西臨海公園

内山 政治先生
撮影：早川 幸夫

夕景のなかの
女性モデル撮影

15：30〜18：00

撮影：早川 幸夫

3月15日（月） よこはま動物園ズーラシア 10：00〜12：30

野生のように動物を狙う

撮影：早川 幸夫

東京

撮影：内山 政治

街スナップでレンズを使いこなす

デジカメマスター

初

講師二人三脚サポートレッスン

者歓

迎

神奈川

心

早川 幸夫先生、天野 中央樹先生

1月30日（土） 川崎浮島町公園

14：20〜17：30

夕暮れのエアポート
離発着する飛行機が見える
公園を散歩

離発着するジェット機を撮影しながら、日暮れ時には
エアポートのイルミネーションとジェット機のコラボ
レーションも撮影。 動きが速いジェット機の撮影や、
イルミネーションの撮影を楽しく学びましょう。
※別途バス代がかかります
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1月30日（土） 赤羽

下町情緒をめぐる

2月27日（土） 渋谷

S

撮影：天野 中央樹
※開催地や施設の状況により、内容を変更・延期・中止とさせていただく場合がございます。
その場合には、随時PCCホームページで情報を更新し、お申し込みいただいた方へ開催
約1週間前にご連絡いたします。

フォトカルチャー倶楽部（PCC）
に入会すると、会員価格でご参加いた
だけます。さらに新規にプレミアム会員にご入会されると、撮影会・写
真教室に1回無料でご参加いただけます。

平日

平日開催

者歓

撮影：種清 豊

T

S

E P 2

郵便局

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

E P 3

※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（ゼロイチキュウ） 店番：019（ゼロイチキュウ）
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

2021 年『セミナー・撮影会・写真教室」

T

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

振り込み口座番号

者歓

歩く時間が
長い撮影会

初心者の方
におすすめ

お電話

3 通り

FAX

PCC事務局Tel

PCC事務局Fax

033230-2605

https://

限定

員

または

受付時間 10：00〜18：00
（土日祝は除く）

npopcc

※作例写真を大きく見るならホームページへ

参加申込書

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

3. 開催日・コース名

4. 開催日・コース名

月

月

月

月

日

ホームページ PCC会

03www.npopcc.jp
3230-2607

1. 開催日・コース名

日

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

10：00〜12：00

心

お申し込み方法は

お名前

駅を中心として大規模な再開発を進める渋谷駅です
が、今回は渋谷駅新南口から代官山方面へ歩きます。
新南口方面から渋谷桜丘町は街区を取り壊して全く
新しい街へ変貌しています。2021年時点の街の記録
を残してみましょう。

室内で撮影知識
などを養う講習会

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：内山 政治

心

撮影：林 貴美

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。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

（会員番号

再開発の街を記録する

撮影：天野 中央樹

飛行機に乗るための場所である空港は、魅力的な被
写体の宝庫です。太陽の光・誘導灯の光・機体の光
を使って、ドラマチックにヒコーキや空港を撮るテク
ニックを学べます。

13：30〜15：30

情緒と洗練された雰囲気が
混在する街 神楽坂
〜人のいる風景〜

江戸時代の面影と洗練された雰囲気を持ち、数々の
映画やドラマに登場する神楽坂。咲き始めの梅、石
畳の階段、黒塀のある街並みをドラマティックに撮影
した後は、人物を入れて更にインパクトのある写真に
導きます。

10：00〜12：00

東京23区北部に位置する赤羽は古くから軍需工場
で栄え、住宅街と隣接するなど、下町が残る趣ある街
です。駅を基点として北上して荒川方面、西に歩いて
桐ヶ丘団地方面の住宅街などを散策してみます。

16：30〜18：30

お申し込み〜お申し込み完了までの流れ

都会のオアシスさんぽ
谷根千編

撮影：林 貴美

光を味方につけて
ヒコーキを美しく撮ろう

PCC会員3,000円（税込）、一般4,500円（税込）

種清 豊先生

講師2人体制で、徹底指導

3月20日（土祝）東京・大田区

お 申 し 込 み は コ チ ラ

迎

※別途入園料がかかります

撮影：天野 中央樹

各イベントの参加費は、それぞれ

10：00〜12：00

都会のオアシス谷根千界隈の桜や街並みなどを撮り
つつ、被写体の発見と街角風景の撮り方について、何
をどう撮るかを学べます。近くの上野界隈まで足を延
ばせば、都会風景の春を愛でることができます。

※参加費は6,000円です（モデル料込）

国内最大級クラスの動 物園で背景処 理を考えなが
ら、動物たちを野生のように、どう捉えるかを狙いま
す。ピントの位置の大切さが学べます。

内山 政治先生

ヒコーキの機体を鮮明に撮影するのではなく、シャッ
ター速度を変えて、ヒコーキの気配を感じる作品にす
るためのテクニックを学びます。天気がよければダイ
ヤモンド富士に会えるかも。

撮影：林 貴美

15：30〜18：00

撮影：林 貴美

16：00〜18：00

ヒコーキの描く
光跡を撮ろう

平日開催

14：30〜16：30

※参加費は5,000円です（モデル料込）

東京ベイフォトさんぽ
葛西臨海公園編

3月27日（土） 東京・谷根千

湘南地区で夕景を背景に女 性モデルの撮 影をしま
す。風景の中に、どうすれば人物が引き立つかを狙い
ステップアップしましょう。

平日開催

16：00〜18：00

葛西臨海公園の早春の情景を撮りつつ、被写体の発
見と動物の撮り方について、何をどう撮るかを学べま
す。晴れていれば、富士山の素晴らしい風景を撮れる
こともあります。

※別途入園料がかかります

2月18日（木） 千葉・浦安

迎

イルミネーションの光で玉ボケなど、きれいな背景の
処理方法を学びます。三脚やNDフィルターを使い、
人の目には見えない景色を狙います。
2月28日（日） 鎌倉〜江の島付近

千葉フォトさんぽ
ドラマチック夕景

フォトジェニックな夕景を、よりドラマチックに魅せる
テクニックを学びます。仲間と一緒に富士山の頂に太
陽が沈む瞬間を楽しみましょう。

早川 幸夫先生

1月24日（日） 江の島コッキング苑

2月20日（土） 千葉・海浜幕張

東京・神楽坂

15：30〜17：30

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：天野 中央樹

数々のドラマに登場する都会の真ん中にあるオアシ
ス。水に囲まれた公園で、噴水のライトアップや躍動
感あふれる滝、せせらぎを美しく表現する方法を伝授
します。ビル群に沈む夕日の撮影にもチャレンジしま
しょう。
3月6日（土）

空港フォトさんぽ

ヒコーキが月を横切る
瞬間を撮ろう

平日開催

丸の内ビル群と
流れる水を美しく表現

撮影：内山 政治

ヒコーキ撮影の達人と楽しむ

1月28日（木） 神奈川・川崎

16：45〜18：45

2月13日（土） 東京・和田倉噴水公園

庭園の美しさ、花々、高層ビル群とのコラボを楽しめ
るのが魅力です。水面に映る幻想的な景色、花々や
銘木など、至る所が絶好の被写体になる庭園で、光と 撮影：やまかわ けんいち
影を意識し自分らしい被写体、構図を探しましょう。

林 貴美先生

東京・神奈川・千葉

※別途入園料がかかります

初

初

綺麗な背景処理でステップアップ

迎

神奈川

者歓

者歓

神奈川・江の島サムエル・コッキング苑

数々の映画やドラマに登場する江の島で、関東三大イ
ルミネーションである「湘南の宝石」を、苑内を散歩
しながら撮影。シーキャンドルを彩る光と色を幻想的
な写真になるように導きます。

※別途入園料がかかります

心

心

林 貴美先生

湘南の宝石を
ファンタジックに表現！

撮影：阿部 一之

やまかわ けんいち先生 都会のオアシスで宝探し

羽田空 港を離着陸する航 空機と満月のコラボレー
ションを狙います。標準レンズで頭上を通過する迫力
を狙ったり、超望遠レンズで月のクローズアップを極
めたりしてみましょう。

テレビロケ地めぐりの旅

初

初

1月9日（土）

東京ベイフォトさんぽ
ゲートブリッジ編

東京ベイの若洲海浜公園からのベイブリッジを撮り
つつ、被写体の発見と風景の撮り方について、何をど
う撮るかを学べます。晴れていて、天気に恵まれたら、
ゲートブリッジと富士山のコラボレーションの素晴ら
しい風景を撮れます。

東京・神奈川

誰でもインパクトのある写真に変わる

天野 中央樹先生

13：00〜15：00

「お写んぽ」しましょう！
寅さんの街編

1月23日（土） 東京・若洲海浜公園

14：00〜16：00

旬の花・梅香る寺社風景を探しに鎌倉界隈を散策し
ます。レンズを駆使して雰囲気のある写真を撮りましょ
う。名所はもちろん、おすすめの穴場もご案内します。
3月28日（日） 東京・羽田空港

者歓

※別途入園料がかかります

※別途バス代がかかります

2月21日（日） 神奈川・鎌倉

ワンデイ撮影塾

心

初

服部 考規先生

東京・千葉

その場所ならではの写真を撮る

迎

初

者歓

迎

これで納得撮影術

心

迎

東京・神奈川

被写体に合わせた解説と実践で上達

）

（

携帯電話番号（お持ちの方はご記入ください）
）

-

（

）

-

メールアドレス（撮影に役立つメールマガジンを週 2 回お届けいたします）
撮影：種清 豊

〈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 ※開催日の 1 営業日前 18 時までに欠席連絡をいただいた場合は、受講料をほかの回に充当できます（返金は手数料 1,000 円）
。
※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。開催でき
ず中止の場合は、ほかの回へ充当または全額返金いたします。
〈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。

30

平日開催

枝垂れ梅と
落ち椿を楽しもう

方除けの大社として仰がれる城南宮。150本の枝垂
れ梅と椿が咲き誇り春の訪れを告げます。ここでは、
主役と脇役を意識して撮影します。

撮影：因幡 雅文

初

平日開催

心

者歓

石川

菜の花をどう撮る？
「ビュー福島潟」 でカメラ散歩

なにを！どう撮る？

16：00〜18：00

2月13日（土） 大阪港

菜の花のある風景を
どう切り撮る？

撮影：田邊 和宜

撮影：田中 栄司

満開の菜の花、富士山、海のコラボ風景で作品を仕
上げます。それだけではありません。菜の花を被写体
にしたいろいろな撮り方をしてみましょう。

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

2020年6月にオープンした金沢港クルーズターミナ
ル。海の玄関口にふさわしい全面ガラス張りの開放
感溢れる展望デッキや、岸壁などから大小様々な船舶
を、背景を意識して撮ってみましょう。
2月27日（土） 兼六園（梅園）

春の訪れを伝える
梅花を楽しもう

心

者歓

撮影：田邊 和宜

撮影：川瀬 陽一

13：00〜15：30

2月12日（金） 小田原フラワーガーデン

神奈川

美しい景色を撮り歩き

てくてくフォトジャーニー

撮影：中田 達男

平日開催

15：30〜18：00

刻々と移り変わる色彩
海辺の夕暮れ in 江の島

夕暮れの海岸を撮影しましょう。刻々と変化する空の
表情や、美しい水面の光をとらえます。カメラの設定
や三脚の使い方、撮りたいイメージを表現するための
ホワイトバランスの選び方が学べます。

13：00〜15：30

前田利家とお松を祀る、和漢洋三つの建築様式が用
いられた尾山神 社神門の最上階にはめ込まれたギ
ヤマン（ガラス細工）は見逃せません。尾山神社から
百万石回遊ルートで被写体の見つけ方をお伝えしま
す。

撮影：中田 達男

13：40〜15：40

約480本もの梅が群生する公園で、ダイナミックな梅
風景から花のアップまで、梅を主役にいつもと違う撮
り方にもチャレンジしてみます。

撮影：川瀬 陽一

尾山神社界隈の
歴史を感じながら散策

撮影：田邊 和宜

者歓

山邉 寿美子先生

※別途入園料がかかります

3月20日（土祝）尾山神社界隈

心

梅が群生する公園で撮る
梅風景

1月29日（金） 江の島

約180年の歳月をかけて作られた日本三大庭園のひ
とつ、兼六園には日本の名梅を集めた梅林があり、早
春には紅白の梅花が咲き誇ります。ここでは、脇役の
選び方や配置をお伝えします。

平日開催

10：00〜12：30

金沢の新しい玄関口を楽しもう

16：00〜18：00

大阪港からレンガ倉庫の側を通りぬけて「なみはや大
橋」を歩いて渡ります。夕暮れ時に、沈む夕日に照ら
される大阪の街が一望できます。大阪の日の入りは18
時9分です。

ダブルフォトレッスン

1月27日（水） 吾妻山公園

1月23日（土） 金沢港クルーズターミナル 13：00〜15：30

16：00〜18：00

夕暮れ時に天保山渡船（無料）で安治川を渡り、大
阪港へ移動します。船の行きかう大阪港の夕景や、
建物に映り込んだ夜景を撮影します。大阪の日の入り
は17時39分です。

季節の花をいろいろな構図で撮る

中田 達男先生、早川 幸夫先生

川瀬 陽一先生

1月16日（土） 南港

初

初

神奈川

9：00〜11：00

フォトジェニックな「水の公園 福島潟」は菜の花の名
所として有名な福島潟に面する公園です。雪景色の五
頭（ごず）連峰を背景に5ヘクタールの菜の花畑で、
お花・風景撮影のテクニックを学びます。

撮影：岡野 清人

撮影：渡邉 繁信

者歓

なみはや大橋から眺める
大阪の街

人のいる景色を撮影しよう

※参加費は5,000円です（モデル料込）

心

田邊 和宜先生

3月20日（土・祝）なみはや大橋

10：00〜12：00

花や景色スナップ撮影で人物を入れたくなった事はあ
りませんか？公園での撮影ですが、モデルさんに来て
いただき風景にさりげなく女性の入った写真を撮影し
ます。人が入った時のフレーミングのコツをつかみま
しょう。

関西探検隊

天保山渡船から
大阪港の夕景

森川 ゆみ子先生

3月12日（金） 鶴見緑地公園

街を散策しながら

撮影：川瀬 陽一

10：00〜12：00

横浜フォト散歩
〜山手洋館巡りスナップ〜

迎

撮影：因幡 雅文

迎

毎日が練習！撮影さんぽ

田中 栄司先生

コスモスクエアから遠くにみえる明石海峡大橋を眺め
た後、南港フェリーターミナルに移動し、南港の夕景
夜景を撮影します。大阪の日の入り時刻は17時11分
です。

10：00〜12：00

人のいる景色を撮影してみよう

日本海を見下ろす小高い丘の斜面や遊歩道の足元に
咲く、背の低い可憐な花をどう撮るか、ローアングル
や接写の撮影を学ぶことができます。

3月28日（日） 横浜 山手洋館

山手にある洋館を巡りながら、ISO感度やホワイトバ
ランスの設定について学びます。また、各洋館内の調
度品をボケを生かして撮影。被写体へのアプローチ
方法を実践的に学びます。

9：00〜11：30

1 か月間だけの開園
「大崎雪割草の里」 で
可憐な雪割草カメラスケッチ

3月28日（日） ビュー福島潟

コスモスクエアから
南港フェリーターミナルの夕景

※別途入館料がかかります

関西の桜名所のひとつ、大阪 城の桜 。お城 周辺の
桜 の 美しさを、光とともに色合い 豊かに撮る方 法
や、広角レンズによるダイナミックな撮り方などを学
べます。

13：00〜15：00

地元の方々が平成14年に植樹された約200本の河
津桜は、今では京都有数の桜の名所に。水路の遊歩
道を散策しながら、一足早く桜の表現術をマスターし
ましょう！

大阪
撮影：因幡 雅文

淀水路の河津桜

一足早い
河津桜を楽しもう

迎

13：00〜15：00

鉄道の歴史と車両の魅力を
造形美とともにスナップ探索！

大阪城の桜で
春を感じる

平日開催

撮影：川瀬 陽一

撮影：田中 栄司

初

平日開催

昭和レトロの街で
フォトジェニックな時間を楽しむ

3月31日（水） 大阪・大阪城公園

渡邉 繁信先生

撮影：岡野 清人

※別途氷川丸観覧料がかかります

2月25日（木） 城南宮（梅園）

13：00〜15：00

山下公園界隈の風景と重要文化財である氷川丸を巡
りながらのスナップ撮影。コロナ禍の今、身近な被写
体として地元の街並みを再発見しながらスナップ撮影
をします。

16：20〜19：00

3月24日（水） 大崎雪割草の里

撮影：川瀬 陽一

10：00〜12：00

横浜フォト散歩
〜氷川丸と山下公園スナップ〜

者歓

※別途施設整備協力費がかかります

10：00〜12：00

明治から昭和にかけて活躍した蒸気機関車、昭和の
特急、そして新幹線までの鉄道の歴史と、車両の造
形、美しさを切り取る撮影の視点や露出の決め方を
学びます。

工場夜景を
幻想的に表現する

※別途入園料と温室観覧料がかかります

3月8日（月）

2月25日（木） 京都・京都鉄道博物館

2月28日（日） 新潟市東区 鴎橋付近

田中 栄司先生

※別途拝観料がかかります

因幡 雅文先生

昭和の雰囲気と個性あふれるお店が同居する街、大
阪中崎町。フォトジェニックな街並みを切り取りなが
ら、スナップ撮影での被写体の気づきや表現方法を
学びます。

ワンデイ撮影塾

心

撮影：岡野 清人

迎

初

者歓

迎

イナバーの光で描く撮影術

心

事前ミニ講座で写真の基本が学べる

夜の工場をかっこ良く撮りましょう！ ISO感度・絞り・
シャタースピード（写真の基 本）とホワイトバランス
（色味）など、夜景撮影のテクニックが学べるので初
めての方でも安心です。

平日開催

1月13日（水） 大阪・中崎町界隈

初

四季折々に咲き揃う日本最古の植物園には、日本最
大級の回遊式鑑賞温室も併設され、世界の熱帯植物
が楽しめます。ここでは、色とりどりの熱帯植物を光
を見ながら撮ってみます。

みなとみらい周辺に点在する遺構を巡りながら街中を
フォト散歩。コロナ禍の今、身近な被写体として地元
の街並みを再発見しながらスナップ撮影をします。ポ
イントは被写体の見つけ方が中心です。
2月21日（日） 元町周辺

新潟

者歓

10：00〜12：00

初

撮影：川瀬 陽一

施設内の広場で野外ポートレート撮影を行います。背
景を意識し、ボケを生かした撮影が学べます。設定も
レクチャーするので、ポートレート初心者も上級者も
参加OK。

川瀬 陽一先生

13：00〜15：00

フォト・メソッド

心

横浜フォト散歩
〜都会の中の廃墟スナップ〜

者歓

色鮮やかな熱帯植物を楽しもう

※別途拝観料がかかります

視点と気づきで写真力アップ

心

神奈川

1月24日（日） みなとみらい

10：00〜12：00

※参加費は6,000円です（モデル料込）

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

1月30日（土） 京都府立植物園（温室）

13：00〜15：00

山内一帯には約400本の梅花が咲き誇ります。第一
梅園では月見亭を借景に、圧巻の第二梅園、第三梅
園は水仙と梅花のコラボや芸術的な盆梅など、梅づ
くしの石山寺を脇役を意識しながら撮ってみましょ
う！

大阪・京都

なにを！どう撮る？

自分に合った被写体やモチーフの見つけ方がわかる

迎

山内一帯に咲き誇る
梅花を楽しもう

撮影：佐々木 勇

迎

撮影：川瀬 陽一

※別途ロープウェイ代がかかります

石山寺（梅園）

日本の歴史探索、特に絞りにより栄華を極めた「う
だつ」の古い町並みに興味を持たれる方におすすめ
です。

京都

標高1100mのダイナミックな山岳風景。冬ならではの
びわ湖テラスを満喫します。白銀一色のびわ湖バレイ
を背景を意識しながら撮ってみます。

者歓

ポートレート初めの一歩

12：30〜15：00

白銀の世界を堪能しよう

心

岡野 清人先生

初

撮影：川瀬 陽一

野外モデル撮影会

3月27日（土） 韮山時代劇場

9：30〜12：00

初

2月11日（木祝）びわ湖バレイ

33

初

初

旧東海道 “ 今も残る
風情ある絞りの歴史 ”

古都大津京を開いた天智天皇を祀る近江神宮で、新
春風景を視点を変えながら撮ってみます。ここ、近江
神宮は「カルタの殿堂」としても名高く、競技かるた
大会に出会えるかも？

静岡

モデルさんの魅力を引き出そう

加藤 純一先生

3月27日（土） 名古屋 有松

13：00〜15：00

日本の時刻制度発祥の地
近江神宮の新春を楽しもう

大阪

者歓

佐々木 勇先生

1月11日（月祝）近江神宮

3月6日（土）

フォトレシピ

心

迎

川瀬 陽一先生

愛知

日本の歴史を切り撮る

迎

写真の基礎がわかる いきいき撮影講座

者歓

迎

心

迎

滋賀

なにを！どう撮る？

3月1日（月）
撮影：川瀬 陽一

山下公園〜中華街周辺

撮影：山邉 寿美子

16：00〜18：00

夕空に映える
いろとりどりの街灯り in 横浜

夕刻の横浜は、美しいネオンや印象的なシルエットを
いかした撮影ができます。露出やシャッタースピード、
ISO感度などカメラの設定についても学べます。

撮影：山邉 寿美子

撮影：森川 ゆみ子
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猫カフェで学ぶ
「レンズ選び」

10：00〜12：00

カメラの使い方から撮影のコツまで、実際に撮影をし
ながら「撮ることの基本」を初心者でもわかりやすく
学べます。今回は猫カフェで「レンズ選び」について学
びます。

撮影：小林 弥生

國政 寛先生

1月9日（土）

1月17日（日） 都市緑化植物園

奈良・春日大社 東大寺大仏殿 13：30〜16：30

新春の
春日大社・大仏殿を巡る

古都奈良の新春風景を楽しみます。華やかで明るい
朱塗りの春日大社と、荘厳な雰囲気の東大寺大仏殿
や仏さまを、露出を工夫しながら撮影します。
※別途入場料と拝観料がかかります

冬を彩る花たちを
ふんわり優しく描く

2月13日（土） 京都・二条城

ハノーバー庭園で学ぶ
「ストロボとライト」

カメラの使い方から撮影のコツまで、実際に撮影をしな
がら「撮ることの基本」を初心者でもわかりやすく学べ
ます。今回は「ストロボとライト」をテーマに学びます。

撮影：小林 弥生

初

早春の自然を楽しむ

欲張り撮影術

心

者歓

古都奈良の春風景を
フォトスケッチ

2月28日（日） 下関市

2月14日（日） 西条市市民の森

14：00〜16：00

初心者でも安心

撮影：近藤 まーと

フィルターワーク・PLフィルター編

心

ワンデイ撮影塾

撮影：野田 益生

平日開催

心

者歓

クキモト ノリコ先生

撮影：岩田 賢彦

1月23日（土） 広島・平和記念公園
2月27日（土） 大阪・長居公園
3月27日（土） 福岡・大濠公園

新型コロナの影響で中止となった3月のリベンジとし
て、高松空港近くの園芸センターで梅や椿に枝垂れ梅
を、カメラの基本的な機能や使い方はもとより、絵を描
く気持ちで表現してみましょう。初心者さんも大歓迎！

心

者歓

初

撮影：米澤 確

10：00〜12：30

気分は写真旅

関西フォトスケッチ

1月23日（土） 奈良・奈良公園

冬の風物詩
若草山の山焼きを
フォトスケッチ

撮影：木方 清二

心

者歓

撮影：田邊 和宜

2月28日（日） 奈良・薬師寺

撮影：中村 敏郎

13：00〜15：00

世界遺産
薬師寺の春をフォトスケッチ

世界遺 産・薬師寺の華やかな朱塗りの建物を背景
に、梅の花など春風景を撮影します。

撮影：中村 敏郎

※別途拝観料がかかります

3月31日（水） 和歌山・和歌山城
平日開催

撮影：クキモト ノリコ

15：30〜19：30

古都奈良の夜空を炎で染める若草山の山焼きは、冬
の風物詩となっています。誰もが一度は撮ってみたい
風景です。撮り方のレクチャーで初心者でも安心して
ご参加いただけます。

10：00〜12：00
10：00〜12：00
10：00〜12：00

指定場所に集合した後に公園に移動して、簡単な被
写体を自作してもらいます。好みの場所に被写体を配
置して、マクロ/接写アクセサリーで撮影します。創作
写真を撮りながら小さな被写体の撮影方法を理解し
てもらいます。
※別途人形代がかかります

2月25日（木） 香川県農場試験場（園芸総合センター）
13：30〜16：00

春のお花を一気に満喫！
よくばりお花撮影会

16：00〜18：30

公園の中を花を探しながら散歩します。今日の出会い
を大切にして写真で表現します。自分好みに撮るカメ
ラ機能の使い方はお任せください。

田邊 和宜先生

迎

13：00〜15：00

PLフィルターの正しい使い方を満開の桜を撮 影し
ながら覚えましょう。撮影時の注意点や現像時に気
をつけるところも合わせてレクチャーいたします。

小さなものを撮影しよう

大阪・広島・福岡 「いいね！」と言われる写真術！

ジオラマ・フィギュア撮影に挑戦
レンズを効果的に使う

撮影：米澤 確

中村 敏郎先生

16：00〜19：00

街の近くにある空港ではラッシュ時には着陸・離陸
渋滞もおきます。昇るお月さまと飛行機・空港の風景
にチャレンジしてみましょう。綺麗に撮れるように丁
寧にカメラの設定・露出・構図をご指導します。

香川

春の桜を撮影しながら
PL フィルターの
使い方をマスター
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満月と飛行機の
コラボに挑戦

春の花を楽しむ
ゆっくりフォト散歩

奈良・和歌山

撮影：野田 益生

者歓

岩田 賢彦先生

3月28日（日） 山王公園

山口県の静かな田園風景の中にピンクのお花が咲き
誇る場所にご案内します。鳥たちが綺麗に撮れるよう
にカメラの設定・露出・構図をご指導します！

撮影：岩田 賢彦

※別途入園料がかかります

迎

福岡

ピンクのお花に集まる
鳥たちを写す

3月27日（土） 宇部市

山肌に造られた梅林園での撮影です。梅の花撮影の
コツとともに、菜の花やメジロとのコラボレーション
も楽しめるかもしれません。

動物園でフォトジェニックな撮影にチャレンジ。望遠
レンズを使いこなして動 物撮影をもっと楽しくしま
す。カメラの使い方や写真の撮り方を実習でしっかり
マスターしていただきます。

9：00〜11：00

10：00〜12：00

通天閣からは360度景色を楽しむことができます。大
阪平野をカメラにおさめます。映画ロケにも使われた
新世界の街並みやユニークな看板・置物を雰囲気良
く撮影します。

木方 清二先生

13：00〜15：30
10：00〜12：30
13：00〜15：30

動物園撮影術

撮影：木方 清二

展望台から浪花の夕景と
ディープな新世界をスナップ

3月29日（月） 大阪・鶴見緑地公園

2月14日（日） 愛知・東山動植物園
2月20日（土） 大阪・天王寺動物園
2月28日（日） 福岡・福岡市動植物園

10：00〜12：30

※別途通天閣入場料がかかります

迎

山間の梅林園で
春の足音を堪能

撮影：近藤 まーと

者歓

撮影：米澤 確

迎

しまなみ海道を望む今治港をスタートし、今治城へと
歩きます。数多ある被写体をどう切り取り整理するか
を実践しましょう。

撮影：野田 益生

初

初

10：00〜12：00

初

伊予の港町今治を
フォト散歩

レベルアップ講座

心

岩田 賢彦先生

山口の街は様々な夜景スナップがたくさん撮影できま
す。冬の街中のキラキラと動く物の光跡を綺麗に撮
れるように、丁寧にカメラの設定・露出・構図・フィル
ターワークをご指導します。

近藤 まーと先生

1月17日（日） 今治市内

光跡を狙う！
街中手持ちスナップ

者歓

迎

ワンデイ撮影塾

大阪・愛知・福岡

16：30〜18：30

撮りながら覚える

者歓

京都古刹に香り漂う
紅白の梅をフォトスケッチ

3月11日（木） 大阪・通天閣 & 新世界

迎

1月23日（土） 山口市中央商店街
心

者歓

野田 益生先生

※別途入園料がかかります

景色を楽しみながら撮影する

初

デジタルカメラ・ステップアップ講座

心

心

10：30〜13：00

梅宮大社の梅を本殿・楼門と絡めて、フォトスケッチ
します。雰囲気ある神苑にもたくさんの梅が咲いてい
ます。昨今は"猫"でも有名な神社です。猫派の人も大
いに楽しめます。

米澤 確先生

※別途入園料がかかります

迎

撮影：小灘 敬子

実践でカメラの設定や構図がわかる

撮影：國政 寛

平日開催

梅の花を
自分好みに撮り尽くす

2月26日（金） 京都・梅宮大社

10：30〜12：30

暖かくなり、色とりどりの花が咲き始める季節になり
ました。クリスマスローズやスノーフレークなど、さま
ざまな春の花たちを、柔らかな初春の陽射しの中でふ
んわりと春らしく撮影します。

日本の滝百選神庭の滝と
野生の日本猿たち

山口

撮影：國政 寛

柔らかな陽射しの中で
初春の花と出会う

撮影：中村 敏郎

兵庫・有馬温泉

風情漂う温泉場の
正月風景を
お祝い気分で写真散策 !

大阪城公園の梅林では、色々な種類の梅の花が順番
に咲いていきます。どんな種類の花に出会えるか楽し
みです。絞り・ISO・シャッタースピードを調整して、自
分好みの撮り方を伝授します。

米澤 確先生

3月14日（日） 都市緑化植物園

ワンデイ撮影塾

2月19日（金） 大阪・大阪城公園梅林

※別途入園料がかかります

※別途入場料がかかります

神庭
（かんば）の滝自然公園 13：00〜15：00

中国地方随一の名瀑と、公園内で出会える野生の猿
たちを動物園では味わえない至近距離で撮影します。
異なる被写体に合わせたレンズ選び、三脚の使い方、
シャッタースピードの変化などを実践してみましょう。

愛媛

13：30〜16：30

奈良公園を散策し、奈良の春風景を題材に「何を」
「どう撮るか」を学びます。第4回スリーステップ写真
塾作品展を鑑賞し、表現力を磨きます。

小灘 敬子先生

3月7日（日）

まだまだ寒さが続くこの時期ですが、季節は着実に移
り変わっています。春の近づきを告げるように色づく
椿や梅たちを、光を活かしてイキイキと表現します。

一日で撮影テクニックをマスターできる

お正月の有馬温泉街はスナップの宝庫。湯治客や観
光客が行き来します。門松や正月飾りの街は、お正月
気分の人で賑やかです。写真の一期一会を感じられ
ます。

木方 清二先生

10：00〜12：00

春の近づきを
告げる花たちを
イキイキと表現しよう！

撮影：川瀬 陽一

※別途入城料がかかります

3月27日（土） 奈良・奈良公園

撮影：國政 寛

※別途入園料がかかります

2月21日（日） 万博記念公園

大政奉還の舞台となった絢爛豪華な二条城は、四季
折々に美しい庭園や花木がお出迎え。ここでは、庭園
をはじめ早春の色とりどりの椿や梅花を脇役を意識
しながら撮ってみます。

迎

岡山

13：00〜16：30

元離宮二条城で
早春の花木を撮ろう！

10：00〜12：00

1月8日（金）

米澤 確先生

10：30〜12：30

まだまだ厳しい寒さが続く季節に少しずつ顔をのぞか
せはじめる花たち。モノクロームの風景に彩りを灯し
てくれる水仙やロウバイ、スノードロップなどの花を、
背景処理やボケを工夫してふんわり優しく撮影しま
しょう！

撮影：中村 敏郎

大阪・京都・兵庫

ひと味違う！花マクロ

中村 敏郎先生、川瀬 陽一先生

※別途猫カフェ入場料がかかります

3月28日（日） ハノーバー庭園

大阪

花の魅力を最大限に引き出す

初

広島市内の猫カフェ

者歓

初

2月7日（日）

スリーステップ写真塾

心

初

小林 弥生先生

京都・奈良

初

わくわくカメラ 初心者のためのカメラの使い方

講師2名体制でステップアップ

迎

初

者歓

迎

心

迎

広島

まったく初めての方歓迎

13：00〜15：00

名城 和歌山城の春風景を
フォトスケッチ

紀州徳川家の居城だった和歌山城は、四季折々に美
しい風景を見せてくれます。特に春にはソメイヨシノを
中心に、約600本の桜が咲き乱れます。背景を工夫
しながら撮影します。

撮影：中村 敏郎
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2月21日（日） 久留米市京町

春の花と歴史の散歩道を撮り歩く

久留米市京町の梅林寺〜水天宮〜坂本繁二郎生家
を歩きながら季節の花と歴史ある建造物を撮影しま
す。古い町並みのスナップショットを楽しみます。

撮影：園田 法文

※別途駐車場代と入場料がかかります

3月28日（日） 久留米市草野町

撮影：園田 法文

撮影会 10：00〜12：00
カメラのキタムラ 講評会 14：00〜15：00

初

心

者歓

心

10：00〜12：00

綺麗な桜を自分らしく切り取ろう！

撮影：野田 益生

撮影：野田 益生

※別途拝観料がかかります

刻々と変わる朝の街中で、被写体を探しながら時間の
移り変わりを撮影し、被写体の見つけ方、撮影のポイ
ントを学ぶことができます。

に
さ・ら・

撮影：小林 弥生

新規プレミアム会員

定
期間限

！
実施中

＊お申し込み時にフォトカルチャー倶楽部事務局にお知らせください
＊初めての人限定、写真部・一部撮影会を除く、通常参加費3,000円分

PCCとカメラのキタムラが、共同で撮影講座を開催します。申し込み方法などはP30をご覧ください。
※参加費の記載がない回は、参加費PCC会員3,000円

神奈川

撮影会で学んで、講評会で自分の写真を振り返る

ワンデイカメラ塾〈藤沢・湘南台〉

心

者歓

櫻井 靖夫先生
撮影：大森 隆一

撮影：大森 隆一

2月13日（土） 江の島 湘南海岸

千葉・東京

撮影会で学んで、講評会で自分の写真を振り返る

ワンデイカメラ塾〈市川・北国分〉

2月28日（日） 千葉・市川市動植物園

15：00〜17：00

美しい夕景をドラマチックに撮る

3月13日（土） 引地川親水公園

早春の動物園で
春の息吹を撮る

撮影：櫻井 靖夫

心

者歓

撮影：内山 政治

10：00〜12：00

春の葛西臨海公園で『被写体の
発見と出会い』何をどう撮る

撮影：櫻井 靖夫

4月10日（土）森の泉 ふれあいの森 撮影会 10：00〜12：00
カメラのキタムラ
講評会 14：00〜15：00

葛西臨海公園の春の情景の中で、被写体の発見と出
会いと何をどう撮るかを学べます。写真初心者の方か
らベテランまで楽しめます。
4月4日（日）

チューリップの魅力を引き出す

チューリップをどの部分（全体）撮るか、光を利用し
てメインの被写体を引き立てることを体験します。光
の位置、高さを意識したことのない方におすすめで
す。撮影会後に各自電車移動し、カメラのキタムラ藤
沢・湘南台店にて講評会。参加費：A4プリント2枚付
PCC会員5,000円 一般6,500円

10：00〜12：00

市川市動植物園の動物を絡めて、春の息吹を撮影し
ながら、被写体の発見と出会いと何をどう撮るかを学
べます。※別途入園料がかかります
3月28日（日） 東京・葛西臨海公園

10：00〜12：00

河津桜の淡い色を表現

早春の河津桜を、ボケの活かし方と光の方向によって
桜がより美しくなることが実感します。ボケ（特に前ボ
ケ）を意識したことのない方におすすめです。

撮影：大森 隆一

一般4,500円

内山 政治先生

冬の湘南海岸で夕暮れを撮ります。ホワイトバラン
ス、ピクチャーコントロール等を変更することで異な
る表現になることを実感します。オートでしか撮ったこ
とない方におすすめです。

梅、椿、フクジュソウ等、早春の
花を求めて 花の表情を
活かす光の取り入れ方

3 0にも及ぶ現代に再現された建物が集約されてお
り、それぞれの歴史的意味をどう表現するか、また光
によって変わる建物の表情をどうとらえるかを学びま
しょう。撮影会後に各自電車移動し、カメラのキタム
ラ東久留米店にて講評会。参加費：A4プリント2枚付
PCC会員5,000円 一般6,500円

10：30〜12：30

日曜の繁華街を撮り歩く

PCC・カメラのキタムラ共催 撮影イベント

者歓

10：00〜12：00

文化的に価値ある復元された建物
との語らいと、園内に咲く桜と様々
な花の撮影

撮影：小林 弥生

あなたの街でも撮影講座を開催！

4月4日（日）東京・江戸東京たてもの園 撮影会 10：00〜12：00
カメラのキタムラ
講評会 14：00〜15：00
撮影：野田 益生

瀬戸内海を一望できる梅園は、100種、約2000本の梅
が咲き乱れる山口県No.1の梅園。梅の咲く丘をめぐって
構図を学びます。フィールドワークならではの撮影ポイント
の見つけ方も併せて実践いたします。 ※別途入園料がかかります
3月14日（日） 広島・広島市内

16：00〜19：00

会員3,000円、一般だと4,500円。PCC年会費は
1,500円からなので、1回参加するだけでもお得です。

撮影：山本 啓一

10：00〜12：00

大きな木に咲く花の表情の活かし方、ほんの足元に咲
く可憐な花、それぞれを活かすレンズワークの習得、光
の取り入れ方で変わる花の表情を見つけましょう。

初

初

初

撮影：野田 益生

会員価格で
無料ご招待
応援 プレ
達
上
ミアム会員として新規にご入会された方は、撮影
ン
ご参加いただけます キャンペー 会または写真教室に1回無料でご参加いただけます。

早春の森との語らい、
その表現

東京・神代植物公園

撮影：倉本 雅史

迎

撮影：野田 益生

10：00〜12：00

桜の開花状況のベストな場所で、風景的に撮ったり、
抽象的に撮ったりと自分好みにいろいろと撮影してみ
ましょう。ISO感度・レンズワーク・シャッタースピー
ド・絞り・構図などを実際に撮影途中で学びます。
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3月7日（日）

一年中、昆虫と触れ合える施設のこんちゅう館。ふわ
ふわと幻想的に飛び交う蝶たちを撮影し、被写体に
合わせたピントの合わせ方などについて学べます。

感動 瀬戸内海が一望できる
丘に咲き誇る梅の花

フォトカルチャー倶楽部（PCC）に入会すると、

ワンディカメラ塾〈東京・東久留米〉

埼玉・平林寺

者歓

2月21日（日） 山口・冠山総合公園 梅の里 13：30〜15：30

満月と飛行機のコラボに挑戦

街の近くにある空港ではラッシュ時には着陸・離陸
渋滞もおきます。昇るお月さまと飛行機・空港の風景
にチャレンジしてみましょう！

撮影会で学んで、講評会で自分の写真を振り返る

四季を何度も繰り返し、何の飾り気も無い所に心沈
ませ、その歴史と早春の森をどう表現するか、カメラ
ワークを一緒に学びましょう。※別途拝観料がかかります

季節の花とメジロで旬を楽しむ

北九州市近辺

3月28日（日） 博多区

春の妖精カタクリ、エドヒガン（樹高18m、寄居町指
定天然記念物、ヨメイヨシノより1週間開花早い）な
ど、被写体が多く、カタクリと桜のコラボも撮影でき
るかもしれません。撮影会翌日に講評会。参加費：A4
プリント2枚付 PCC会員6,000円 一般7,500円

2月7日（日）

フォト・ウオッチング

心

※別途入館料がかかります

迎

4月4日（日）

撮影：野田 益生

17：00〜19：00

周防灘に面した標高約120m級の丘陵の一角に位置
する園内の散策路からは周防灘の大パノラマととも
に変化に富んだ風景が楽しめます。花の谷や落葉樹
の森などの様々な風景撮影と、動きの速いメジロに挑
戦です。※別途入園料がかかります

撮影：野田 益生

大森 隆一先生

きらきらな門司港を色とりどりに表現

白野江植物公園

鉢形城（続100名城の古城）で
のカタクリ 桜と春を満喫

シャッタースピードや構図がわかるようになる

幻想的なパピヨンドームで
蝶と触れ合う

つ ら ら

撮影：山本 啓一

広島・山口

1月17日（日） 広島・広島市森林公園こんちゅう館 13：30〜15：30

14：00〜16：00

福岡県の静かな田園風景の中にピンクのお花が咲き
誇る場所にご案内します。鳥たちが綺麗に撮れるよ
うに、丁寧にカメラの設定・露出・構図をご指導しま
す。

迎

リバーウォーク探検スナップと
展示会作品講評

3月7日（日）

つ ち

ピンクのお花に
集まる鳥たちを写す

憧れの冬の三十槌の氷柱、あしがくぼを巡る、冬景色
を満喫できる撮影会。冬ならではの澄み切った空気
感で氷柱をどう表現するか、ライトアップの場合の色
の表現、イルミネーションでは前ボケ、後ボケの使い
方など学びます。撮影会後に各自移動し講評会。参
加費：A4プリント2枚付 PCC会員6,000円 一般
7,500円

東京・埼玉

10：00〜12：00

門司港レトロ地区の建 造 物のライトアップとコラボ
レーションしたイルミネーションを撮影。周辺の樹木に
約30万球の電球が装飾され、淡いシャンパンゴールド
のイルミネーションが、レトロな雰囲気を演出します。

そ

2月27日（土） 那珂川市

事前講習 13：30〜14：15
撮影会
16：00〜20：00
講評会
10：00〜11：00

者歓

16：30〜18：30

小倉の街は様々なキラキラがたくさんあります。冬
の風物詩と動く物の光跡を綺麗に撮れるようにカメ
ラの設定・露出・構図・フィルターワークをご指導し
ます。

迎

ワンデイカメラ塾〈北九州・小倉〉

門司港レトロ

三十槌 あしがくぼ

2月7日（日）カメラのキタムラ

撮影：園田 法文

野田 益生先生

2月6日（土）

2月6日（土）カメラのキタムラ

小倉駅周辺

光跡を狙う！
街中キラキラ撮影

3月27日（土） カメラのキタムラ 事前講習 16：00〜17：00
撮影会
3月28日（日） 鉢形城公園
9：00〜12：00
カメラのキタムラ 講評会 14：00〜15：00

撮影会で学んで、講評会で自分の写真を振り返る

リバーウォーク周辺で街並みスナップと市民ギャラ
リーで展示写 真の講評をします。I SO感度・レンズ
ワーク・シャッタースピード・絞り・構図を実際に撮影
途中で楽しく学べます。カメラを買って間もない、綺
麗に撮影したい方にもおすすめです。

撮影：山本 啓一

心

小林 弥生先生、倉本 雅史先生

※別途駐車場代がかかります

久留米の定番！つつじと高良大社を撮る

久留米 森林つつじ公園〜高良大社までを撮影しま
す。広角レンズを使った表現方法を学べます。広角レ
ンズを使うことで、標準レンズでは表現できなかった
ことが楽しめます。撮影会後に各自移動し講評会。
参加費：A4プリント2枚付 PCC会員5,000円 一般
6,500円

1月17日（日） リバーウォーク周辺

白鳥の流し撮りをマスターして
躍動感を表現

10：00〜12：00

4月18日（日） 久留米市御井町

福岡

1月9日（土）

み

マクロ撮影から標準レンズ、望遠レンズに至るまで撮
影方法を学べます。一本の桜の木でも表現方法はた
くさんあります。レンズを換えることでより多くの表現
を楽しめます ※別途入園料がかかります

デジタルカメラ・ステップアップ講座

1月9日（土） カメラのキタムラ 事前講習 16：00〜17：00
撮影会
1月10日（日） 川島町越辺川
7：00〜9：00
カメラのキタムラ 講評会
10：00〜11：00

三十槌の氷柱ライトアップ・あし
がくぼの氷柱イルミネーション
で冬景色三昧

ワンランクアップした
桜並木の写真を撮ろう！

実践でカメラの設定や構図がわかる

野田 益生先生

躍動感ある流し撮り、水面を蹴った水しぶき、飛行
シーンなど、白鳥撮影のメッカ川島町越辺川で様々な
撮影テクニックを学びます。条件が合えば気嵐の中で
の撮影も。野鳥全般に観察方法、撮影テクニック、撮
影地などもわかります。撮影会後に講評会。参加費：
A4プリント2枚付 PCC会員6,000円 一般7,500
円

10：00〜12：00

福岡

山本 啓一先生

撮影：園田 法文

時を重ねた古い町並みを散歩気分で撮影します。中に
は6世代を超えた建物も……。懐かしい気分に浸りな
がら時代をどう表現するかを学びます。撮影会後に各
自移動して講評会。参加費：A4プリント2枚付 PCC
会員6,000円 一般7,500円

者歓

初

江戸、明治、大正、昭和、平成、
令和の歴史的土蔵造り巡り

心

初

撮影会 10：00〜12：00

カメラのキタムラ 講評会 14：00〜15：00

ワンデイカメラ塾〈埼玉・坂戸〉

初

1月17日（日） 八女市福島町

撮影会で学んで、講評会で自分の写真を振り返る

迎

園田 法文先生

埼玉

迎

初

者歓

迎

ワンディカメラ塾〈福岡・久留米〉

心

迎

福岡

撮影会で学んで、講評会で自分の写真を振り返る

撮影：内山 政治

東京・清澄庭園 撮影会 10：00〜12：00
カメラのキタムラ 講評会 14：00〜15：30

春の清澄庭園で『被写体の発見
と出会い』何をどう撮る
撮影：櫻井 靖夫

清澄 庭園の春の情 景の中で、被写体の発見と出会
いを模索しつつ、何をどう撮るかを学びます。撮影会
後に各自電車移動し、カメラのキタムラ市川・北国分
店にて講評会。参加費：A4プリント2枚付 PCC会員
5,000円 一般6,500円 ※別途入園料がかかります

撮影：内山 政治
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教 え ること は 学 ぶ こと

フォトインストラクター認定講座 受講者募集

福岡
大阪

NPO 法人 フォトカルチャー倶楽部（PCC）（一社）日本写真講師教会（JPIO） 共催
JPIO認定の
フォトインストラクターになって
写真を撮る楽しさを
多くの人に伝えませんか

【座学】 写真の基本、正しいカメラの構え方・
三脚の使い方、撮影マナー、作品講評のポイ
ント、講座運営テクニック、比較作例ツール
づくり、専門用語を使わない教え方、印象深
く覚えられる説明の仕方

など

【実習】 撮影実習（教えるための基本を学ぶ）
、

認定講座では、写真をはじめたばかりの

課題撮影、被写体の見つけ方・光の見方

人にもわかりやすく、写真の楽しさを伝え

な

ど

られる講師を目指すためのカリキュラムが

【課題】 作品講評実践、写真教室リハーサル

受けられます。

認定証

など

福岡

大阪

■開催日

■開催日

2021年

2021年

第１回

3月20日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第１回

９月25日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第２回

4月 ３日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第２回

10月16日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第３回

5月 ８日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第３回

11月 ６日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第４回

6月 ５日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第４回

11月27日(土)

10：00 ～ 17：00(撮影実習・座学)

第５回

6月26日(土)

10：00 ～ 17：00(講座実践)

第５回

12月18日(土)

10：00 ～ 17：00(講座実践)

■会場

福岡市内

■会場

大阪市内

《 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
※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

《 受 講 料 》
《
講
師
》
《
定
員
》
《お問合わせ・申込み》

60,000円（税込）
徳光ゆかり先生
20名
PCC事務局 03-3230-2605（平日10:00 ～ 18:00）
WEBまたはお電話で npopcc

※お問合わせ・お申込み後に、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
※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
なりますのであらかじめご承知おきください

「旅先の風景と料理」
撮り方・教え方
/

認定講座を受ける前に
「教える」を体験できる
特別講座があります。

福岡 〔開催日〕2月20日（土）13:30 ～ 16:30
〔会

場〕福岡市内

大阪 〔開催日〕8月28日（土）13:30 ～ 16:30
〔会

［講師］

徳光ゆかり
先生

場〕大阪市内

38

おかげさまで
PCC
賛助企業・団体の

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

旬 情 報発信所
ネ

タ

究極のスナップシューター
ハイエンドデジタルカメラ GR Ⅲ

期待を超えるパフォーマンス。
定番マクロに至高の1本をArtラインから

型イメージセンサー、開放 F2.8・高解像・高コントラスト、シャープな写

中望遠マクロレンズ
「105mm F2.8 DG DN MACRO | Art」

りを実現する GR レンズを搭載しています。最短撮影距離は 6㎝。ポケッ

表現の幅広さや、撮影しやすいワーキングディスタンスなどといった特徴か

広角 28㎜相当の単焦点モデルです。2420 万画素、APS-C サイズの大

トサイズでありながら、レンズ交換式にも匹敵する写りで、メインにもサブ
にもなる本格的な機能性、多彩なプログラムモードがあります。定評のあ
る色彩表現が可能です。

ら、プロフェッショナルの基本機材として選択されることも多い中望遠マク
ロレンズ。ミラーレス専用 Art ライン初のマクロレンズとなる 105mm
F2.8 DG DN MACRO | Art では、光学性
能からレンズボディのビルドクオリティに至るま

12 年 目
PCC
賛助企業・団体の

X マウント史上最高のボケ味

なめらかで美しいボケ味を活かした写真撮影が可能です。さらに、素早く
正確なピント合わせが可能な AF 機能を搭載し、被写体の一瞬の表情も
捉えることができるため、ハイクオリティなポートレート撮影を実現します。

で、中望遠マクロレンズに期待される性能を

ネ

タ

ソニー E マウント用 望遠ズームレンズ
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
（Model A047）

「XF50mmF1.0 R WR」は、大口径レンズの採用などにより、当社デジ
タルカメラ用交換レンズ史上最も明るい開放 F 値 1.0 を実現した単焦点

旬 情 報発信所
世界最小・最軽量※

フジノンレンズ
「XF50mmF1.0 R WR」

レンズです。高度な光学技術により球面収差をコントロールすることで、

と っ て お き が そ ろ い ま し た

このレンズは「本格望遠フルサイズ
300㎜の世界をもっと気軽に楽しん
でいただきたい」というコンセプトの
もとに生まれました。ボディサイズは
長 さ 148mm、 最 大 径φ 77mm、
重さ 545g と世界最小・最軽量を

最高水準でまとめ上げています。

達成。特殊硝材を適切に配置するこ

発売日：Lマウント用、
ソニーEマウント用2020年10月23日
（金）
希望小売価格
（税別）
：95,000円
付属品：ケース、
フード
（LH653-01）
付

とで色収差をはじめとした諸収差を
抑制し、高解像な画像と望遠レンズ
ならではの美しいボケ味を楽しむこと

問

問

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ

リコーイメージング株式会社
お客様相談センター窓口
☎ 0570-001313

冷え込みが強くなる冬の時期。霜や雪が降っている日などには、中望遠

狙ったポイントに簡単フォーカス。表現に幅が出る各種プログラムモード

マクロレンズを使った結晶の撮影にもぜひ挑戦してみましょう！前後を少

や多彩なイメージコントロールで冬のイルミネーション撮影にも最適です。

しボカしたりして撮影すると、より印象的な写真が撮れたりしますよ。

スキー写真撮影講座

星空雲台

恒例の、プロスキーヤーをモデルにしたスキー撮影会を開催いたします。

またゲストの水谷章人プロによる座学も予定。
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問

ラを動かし、長時間露出でも星を鮮明な点像で写すことができます。また、

みと奥行きが特徴の写真立て／ダ

お持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールすることで、追尾（回

イレクトフレームです。写真と透明

転）速度のカスタマイズ、カメラシャッタ

板の配置を手前にするか、奥にす

ーを制御するレリーズ機能なども利用可

るかの調整ができ、飾った時の印

能。タイムラプス撮影時の複雑な撮影制

象を変えることができます。サイズ

御も手軽に行えます。

は L 判・ は が き・2L 判、A4、

タムロンレンズ お客様相談窓口ナビダイヤル
☎ 0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
受付時間：平日 9:00 〜 17:00（土日・祝日・弊社指定休業日は除く）
ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3364-1604 におかけください。

Z シリーズの小型・軽量モデルが登場
Nikon ミラーレスカメラ Z 5

ケンコーダイレクトフレーム
「ベルジェ」
木製の枠が 4 タイプのカラー。厚

メーカー小売
希望価格：
62,000円
（税別）

問

富士フイルムデジタルカメラサポートセンター
☎ 050-3786-1060

傑作写真を
プリントして飾りましょう！

約 575g と軽量でコンパクト。レンズ 1 本を追加する感覚で持ち出しいた

大口径の Z マウントと卓越した光学技術により高い描写力が魅力の Z シリ
ーズ。今回紹介する Z5 は SD カードダブルスロットルを備え、バックアッ
プを取りながらの撮影が可能になり、新バッテリーで Z7、Z6 より撮影枚
数も増えました。

溝口武司さん

A3 の 5 サイズ。2L 以 下 のサイ
ズはスタンドで立てて、A4 と A3
は壁に吊って展示します。

西濱さん

株式会社ビクセン
お客様専用ダイヤル（カスタマーサポート）
☎ 04-2969-0222
（平日 9:00 〜 12:00 ／ 13:00 〜 17:30）
HP：https://www.vixen.co.jp/contact/

シャレー志賀 担当者：佐藤秀信
☎ 0269-34-2235 chalet@shigakogen.jp

発売日：2020年9月24日
希望小売価格：200,000円
（税別）

だける、天体追尾を行う電動雲台です。天体の日周運動に合わせてカメ

問

問

発売日：2020年10月29日
対応マウント：ソニーEマウント用
希望小売価格：70,000円
（税抜）

ポラリエ U

星空の撮影を
楽しみましょう！

■日時：2021年3月10日
（水）〜12日
（金）
（現地集合・現地解散）
■料金：77,000円
（2泊6食付、講師料、
リフト券込、税込み）
■申込締切：2021年3月5日
（金）

タムロン調べ）

精密な天体写真撮影や
タイムラプス撮影に専用雲台を

第 8 回シャレー志賀・スキー写真撮影講座

撮影します。 撮影終了後は撮影した写真を見ながら講評会を行います。

ルサイズミラーレス用望遠ズームレン
ズ において。（2020 年 8 月現 在。

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ

小さな草花も大きく撮れるマクロモードがおすすめです。タッチ AF 採用で

スキーを履いてゲレンデを移動しながら、プロスキーヤーの滑走シーンを

ができます。 ※ 300mm クラスのフ

株式会社シグマ
商品お問い合わせ窓口
7 0120-9977-88
受付時間：月〜土 9:00 〜 18:00
※携帯電話・PHS をご利用の方は 044-989-7436 に
ご連絡ください※祝日および日曜日、年末年始、弊社休
業日はお休みさせて頂きます

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ
冬は、明るい一等星が多く、また「すばる」や「オリオン大星雲」など

L判1,000円〜
A3判3,000円の
ラインナップ。
問

ケンコー・トキナーお客様相談室
☎ 03-6840-3389

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ

問

株式会社ニコンイメージングジャパン
HP：https://www.nikon-image.com

メーカー希望小売価格：オープン

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ

華のある天体があり、星空撮影に絶好のシーズンです。ただし低温によ

「いいのが撮れた！」と思ったら、プリントして部屋に飾りませんか？普段

冬の鮮やかな夕焼けを撮影するときに曇天や、晴天日陰モードで撮影す

る電源性能劣化を防ぐため、撮影時はポラリエ U の外部電源はポケッ

から自分の作品を目にすることで「もっといい写真を撮ろう」というモチ

ると赤味などが強調され、より印象的になります。お好みに応じて WB

トに入れるなど防寒を工夫しましょう。

ベーションアップにもつながりますよ！

を変えてみてくださいね。
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知っ得！

キリトリ

星空をテーマとした
ページを開設しました！

ひとりでリフレッシュできる
温泉宿ガイド

日本旅行のホームページ
（首都圏エリア発）

ひとり泊歓迎の温泉宿
今や旅のスタイルとして定着した「ひとり旅」
。

日本旅行では「星空」をテーマにした旅行の紹

コロナ禍の今、改めて注目を集めています。月刊

アウトドアプロダクツ
リュックキャリー Ⅱ

ニコン カスタマーサポートセンター

介ページを新しく開設いたしました。星空写真

「旅行読売」で過去に特集した「ひとりで泊まれ

家の成澤広幸氏監修のもと、全国各地の星を

る温泉宿」の記事を、

アメリカ発、歴史と品質のバッグブランド「アウ

フジフイルム デジタルカメラサポートセンター

楽しむことができる宿を紹介しております。星を

保存版として厳選し、

撮影したい方、星を見て楽しみたい方、幅広い

再 編 集した 一 冊 で

ご要望に合わせた旅行プランを提案いたします。

す。新しく取材した

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
☎ 0570-02-8000
☎ 0570-04-1060

リコーイメージング お客様相談センター

☎ 0570-001313

温泉宿ルポなど、新
規コンテンツも。

オリンパス カスタマーサポートセンター

☎ 0570-073-000

タムロン レンズ お客様相談窓口
成澤広幸さん

ソニー お客様ご相談センター

問

総合窓口 ☎ 0120-333-020

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。

賛助企

業・団体
のみ
なさま

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
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
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日本旅行
HP：http://www.nta.co.jp/akafu/east/theme/
starrysky/

も、リュックとして背中に背負うことも自由に。キ
ャスターユニットに内蔵されたカバーはワンタッ

カメラ修理 ミヤテック関西

います。調整や清掃で修理出来る場合もありま

OLYMPUS
OM-D E-M5 Mark III
12-45mm F4.0 PRO キット

す。部品自体が原因の場合は探す努力をします。

小型軽量、高性能のミラーレス一眼「OM-D

弊社は長年培った技術により、現行のカメラば
かりでなく、昔のカメラやレンズの修理も承って

お気軽にぜひご相談ください、出来る限りご対
応させていただきます。

雪見の露天風呂です。本書には寒い冬こそ

期で月明りも少ないので流星撮影のチャンス

楽しみが増す、東北や関東・甲信越の温泉

です！ 当該ページでは、撮影前の準備から

も多く掲載しています。ひとりでじっくり、温

当日の撮影方法までをご案内いたします。

泉に泊まって、撮影旅行はいかがでしょうか。

日本写真企画『フォトコン』
株式会社 日本旅行
株式会社 ノビテック
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
株式会社 ワイドトレード
有限会社 ミヤテック関西
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
京成バラ園芸株式会社
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

E-M5 Mark III」と、高解像の標準ズームレン
ズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0

チで開閉、床や衣服にキャスターの汚れがつき

PRO」を組み合わせたレンズキットです。プロフ

ません。前ポケットは二層式、予備バッテリー

ェッショナルモデル同等の強力な防塵・防滴性

やバッテリーコードの収納に最適です。

思い出の
カメラを
修理します！

を備えながら、ボディーとレンズを合わせても重
さ約 668g ※、強力な「ボディー内 5 軸手ぶれ
補正」により、さまざまなシーンでぶれを気にせ
ず美しい写真を撮影できます。
（※弊社計測値）
2020年6月26日発売。
ボディーはブラック／
シルバーの2色。
オープン価格

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ

2020 年 12 月のふたご座流星群は、新月時

株式会社

小型軽量ボディーに高機能を
凝縮したミラーレス一眼カメラと
高性能レンズのキット

旅行読売出版社 メディアプロモーション部
☎ 03-6858-4300

冬の温泉旅で風情があるのは、何といっても

（五十音順・2020年11月1日現在）

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

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ

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
株式会社

トドアプロダクツ」
。キャリーバッグとしての使用

カメラの修理は
おまかせください

12月2日全国書店で発売
定価1,000円
（税込）

☎ 0570-03-7070

いつも
ありがと
うござい
ます

GO TOトラベル撮影旅行に
LCC機内持ち込みで
カメラも安心

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
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
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
特定非営利活動法人「日本で最も美しい村」連合
文京学院大学生涯学習センター
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
公益財団法人

15,000円
（税別）全5色
外寸：W36xH55xD23
重量：約2.4Kg
容量：約35L
主素材：ポリエステル
品番：No.62402
問

手前：宮元ゆりあさん 奥：宇野未来さん
問

株式会社 キタムラトレードサービス
☎ 03-6214-0104

有限会社ミヤテック関西
〒 542-0081 大阪市中央区南船場 1-5-21
大日南船場ビル 2 階
☎ 06-4964-5555 メール：info@miyatec.jp
HP：http://www.miyatec.jp/
ツイッター：＠ miyatec̲net
営業時間：平日 9 時〜17 時 30 分（土日祝休業）

オリンパス株式会社
マーケティングコミュニケーション
鳥居晋一さん
問

オリンパスカスタマーサポートセンター
☎ 0570-073-000（ナビダイヤル）
HP：https://olympus-imaging.jp/

PCC
賛助企業・団体の

あなたの感動写真で伝えて！
第 67 回全国展フォトコンテスト
日本の文化、伝統から自然、人物スナップまで、
「日本」を写真で伝える写真コンテストです。今
回より規定が変わり、
「学生の部」を除く全ての
部門で「単写真」と「組写真」
（A3 サイズ 2
枚 1 組で 1 作品）のど
ちらでも応募が可能に
なりました。コロナ禍の
いまだからこそ、撮れる
写真があります。力作・

写真を撮る楽しみと
飾る喜び
「写真の日」 記念写真展・2021
作品募集
「 写 真の日」 記 念 写
真展では、撮影技術
の優劣や被写体の珍
奇さを競うのではな
く、写す人が何に感
動し、何を人に伝えよ

旬 情 報発信所
ネ

タ

プロ写真家も輩出する公募展
「第46回2021JPS展」作品募集
JPS 展は、写真愛好家だけでなくプロフェッシ
ョナルからも注目されている歴史のある公募展で
す。テーマは自由で、一般
部門と18 歳以下部門があ
ります。応募要項の請求は
84 円切手同封のうえ郵送
で JPS 展事務局まで。ホ
ームページからもダウンロ

うとしてシャッターを切

ードできます。

秀作お待ちしています。

ったのかを求めていま

■応募期間：2020年12月7日〜2021年2月10日
単写真（A4または六切）
＝1,500円
組写真（A3×2枚1組で1作品）
＝2,500円

す。撮って飾る喜び、

■応募期間：2020年11月10日
（火）
〜2021年1月15日
（金）
消印有効
■受付料金：一般部門1枚2,500円、
18歳以下部門1枚800円

問

一般社団法人 日本写真文化協会・事務局
☎ 03-3351-2463

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ
STAY HOME に GO TOトラベル、WITH コ
ロナ……コロナ禍のいまだからこそ、撮れる
「日本」があります。こんな時だからこそ、改
めて発見したあなたの力作・秀作お待ちして
います！

そして写 真を軸に家
族や友 達と語り合う
「時」と「場」を広げ
ていきましょう。
■応募資格：プロ・アマ・年齢・性別・国籍問わず
日本在住の方
日本写真協会
■選考委員：松井みさき、吉村和敏、
■募集期間：2021年1月7日
（木）〜
2月26日
（金）
公益社団法人日本写真協会
「東京写真月間 2021」実行委員会
☎ 03-5276-3585 http://psj.or.jp

問

問

JPS展委員 冨樂和也

公益社団法人日本写真家協会 第 46 回 2021JPS 展
☎ 03-3265-7453 HP：https://www.jps.gr.jp/

冬 に撮影を楽しむとっておきネタ
冬はビニール製の雨合羽が役に立ちます。風
を通さないので羽織れば防寒になり、雪や雨
の時に袖の脇口を利用すれば簡易のカメラカ
バーになり大活躍。軽量で安価なものだが
常備しておくと何かと役に立つアイテムです。
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ＰＣＣプレミアム会員に年４回お届けする写真専門誌

﹃フォトコンライフ﹄で
写真がわかる︑
うまくなる
コンテンスト入賞など写真上達を目指す皆さんの写真生活を応援する専門誌﹃フォトコンライフ﹄は︑
ＰＣＣプレミアム会員の方々に年４回お届けしています︒

外灯の少ない場所で撮らないと星空はきれいに撮れませ
ん。ロケハンで事前に通り道も確認します。

月発売の秋号は︑秋ならではの作品や︑プロの撮影テクニックも紹介︒ぜひご覧ください︒

違う！

コンテスト上位入賞作や人気の写真家の作品など、見応えのある
写真を多数掲載。見方、狙い方、撮り方のアイデアがいっぱい。

特別付録の DVD で、プロ写真家の撮影テクニックを動画でレク
チャー。撮影現場でのプロの撮り方がリアルにわかる。
作品では、たくさんの星々がきらめき、足元を灯台が明るく照らしているかのようです。しかし、実際は、足元のおぼつかない、
真っ暗闇の中で撮影していることがわかります。

心に滲みる冬をテーマに
月景を徹底的に深掘り
冬号では︑
﹁心に滲みる月景﹂をテ
ーマに︑各企画に月景色を撮るため
のポイントが随所に散りばめられて
います︒
巻頭は︑三好和義さんの冬景色の
ギャラリーです︒圧巻の冬の風景写
真をたっぷり楽しめます︒成澤広幸
さんの﹁プロはこう撮る﹂のコーナー
では︑ ＤＶ Ｄと連動したわかりやす
い撮影レッスンのような内容もあり
ます︒
﹁Ｊ ＡＰＡＮ ＰＨＯＴＯ﹂コン
テストページでは︑入賞作品を︑審
査員である野町和嘉さんや清水哲朗
さんなどの講評とともに掲載︒入賞
の秘訣もバッチリ分かります︒入賞
作品とあってユニークな作品ばかり︒
１点 １点 撮 影 デ ー タ も 掲 載 し て い る
ので︑作品のイメージ作りに役立ち
ます︒さらに︑プロのヒコーキ写真
の技を学べる特集も︒デジカメの基
礎をイラストで丁寧に図解した新コ
ーナーは︑ベテランの方でも目から
鱗 が 落 ち る 内 容 に な っ て い ま す︒
様々な角度から楽しめる︑コンテン
ツ満載の一冊となっています︒

撮影データでは不十分︒
ＤＶＤで︑もっと分かる
特別付録ＤＶＤは
﹁星空が映える風
景の撮り方﹂
と
﹁谷口泉のデジタルカメ
ラ講座﹂の２本立てです︒一度はチャ
レンジしてみたい星景写真︒準備〜ロ
ケハン〜撮影の全ての工程に密着し︑
星空写真家の技の全貌を明らかにしま
す︒デジカメ講座では︑
谷口泉さんの
人気講座をベースに﹁いい写真とはど
んな写真か﹂
を探ります︒ホッキョク
グマを撮り続ける写真愛好家との対談
を交えて︑
解説しています︒どちらも
一見難しそうなテーマですが︑ＤＶＤ
で動画を見ることで︑まるで実践レッ
スン を 受 け て い る か の よ う に 学 べ ま
す︒技術をしっかり習得でき︑一気に
魅せ方の幅が広がりそうですね︒
ＤＶＤ付録までついた
﹁フォトコン
ラ イ フ ﹂ は︑ 年 ４ 回 の 発 行 で １ 冊
１３４０円です︒ １年間で５３６０
円になりますが︑ ＰＣＣプレミアム
会 員 な ら 年 会 費 ４０ ０ ０ 円 で 購 読 で
きます︒多くの会員特典とあわせて
﹁フォトコンライフ﹂をご活用いただ
き︑写真生活のさらなる充実にお役
立てください︒
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明るいうちに転びそうな場所を発見

事前準備編では、レンズヒーターなど、星空撮影に欠か
せないアイテムも紹介。

人気連載「入賞作品の裏側」では、今号で紹介している「ＪＡＰＡＮ ＰＨＯＴＯ 2019 秋冬フォトコ
ンテスト」からピックアップした作品を、編集委員とフォトインストラクターが分析。写真の魅力を読
み解き「入賞できる撮影の秘訣」がわかります。

3

●フォトコンテスト入賞作品の解説がとても参考になります。付録の DVD は内容がとてもいいので楽しく拝見しています（群馬県・
A さん）● DVD で実際に撮影するときのポイントを学ぶことができ、プロの写真家の素晴らしい写真やたくさんの優秀作品に触れ
ることができる
（鹿児島県・Y さん）●入賞写真はどれも素晴らしく、意欲がムラムラと沸いてきました。今後も楽しみにしています（大
阪府・U さん）●カメラ雑誌はたくさんあるけど、写真情報がここまで載っている本はない（愛知県・M さん）●掲載写真の技術
情報や背景説明が懇切丁寧（埼玉県・F さん）●基本的な写真撮影術をわかりやすく解説している（千葉県・S さん）●初心
者なので大変勉強になっています。季節ごとの狙い方がわかりやすく挑戦しやすいです（愛知県・S さん）●知らなかったことがた
くさんあったので何度も繰り返し読んでいます（大阪府・A さん）●すべてが毎回楽しく、楽しみにしています（長野県・T さん）

結露をおさえる巻き付け式ヒーター

コンテスト入賞作品から撮影の秘訣を学ぶ
DVDで詳しく解説

4

こんなに

2

DVDで詳しく解説

（双葉社刊）

20
創刊

1

季節ごとの人気の撮影ジャンルや被写体がカンタンにキレイに撮れ
るテクニックを紹介。ビギナーにもわかりやすく解説。

撮影時間は真っ暗闇！ 昼と夜で、現場の雰囲気はこんなにも変わっちゃうんです

12
周年

『フォトコンライフ』で
学べるポイント
おかげさまで

DVDで詳しく解説
DVDで詳しく解説

愛読者からの 『フォトコンライフ』は
メッセージ

ココがイイ！

会員割引、使えるなら全部使いませんか？

年会費1,500円で1年間ずっとお得

PCC会員になるとこんなに特典が！

カメラのキタムラで使えるPCC会員割引
特 典

PCC会員

PCC会員

なら

センサークリーニング

スタジオマリオ 撮影料

いつの間にかセンサーに付いてしまったゴミをきれいにします。プロの専門スタッフだから
安心。
しかも予約不要で、
最短当日仕上げが可能。

半額

フォトブック各種

特 典

お客様満足度NO.1の実績
（2018年 ㈱ESP総研調べ）
の記念日スタジオ
「スタジオマ
リオ」の撮影料3,000円
（税別）
が半額！ 七五三、
お誕生、入園入学、
お宮参りなどなど、
会員割引でご利用ください。※着物レンタルは除く
（他の割引との併用は不可）

特 典

スマホ・デジカメ画像から作れる写真アルバ
ム。
ご結婚や子供の成長、
旅行の思い出、
自分の作品集など、
アルバムにすることで感
動が倍増。
1冊から作れます。

簡単プリントやこだわりプリント、
たのしいワンダー
シャッフルプリントなどなど。1枚から割引。サイズもま
しかく
・Lサイズ〜A4、
ワイド四つ切などすべて対象。

ネガのデータ化
現像してあるフィルムを
データ化します。
パソコン
加工やSNS投稿も可能
に。

カレンダー
写真で作るオリジナルカ
レンダー。
サイズやデザイ
ンが豊富。

PCC 会員証のご 提 示

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

デジカメプリント/
銀塩プリント各種

＊イーフォトブック、
アトリエフォ
トブックは割引対象外

クリスタル
プリント各種

お得なクーポン券を
お届け
特 典

ディア・アルバム・三脚等）やカメラメンテナンスサービスが
お安くなる特別なクーポン券をお届けいたします

フォトブック

フィルム現像・CD保存・
スマホ転送
フィルムや
「写ルンです」
を現像し、
そのまま
データ化。
スマホへ転送まで一度の注文で
できます。

ビデオのダビング
お手持ちの
「ビデオテープ」
をDVDに。懐かしい思
い出や貴重な記録をDVDにすれば、
またテレビで
見られます。
スマホへ転送するサービスもご用意。
※著作権などの理由でお受けできない場合もあります

スマホの写真・
動画をDVD保存

大伸ばしプリント・
ポスタープリント

スマホの画像や動画をDVD
に保存できます。大事な思い
出も残せてスマホも快適に。

半切や全紙、
A1、
A2の
大判サイズの高品質プリ
ント。

転居や結婚のお知らせ
状、
年賀状や暑中見舞
いなど。オリジナル写真
入りタイプが人気。

フォトグッズ・
缶バッジ

証明写真

写真修復・修正

丁寧なアドバイス、
撮り直
しOK 。専門店ならでは
の高品質仕上げ。WEB
申請にも対応。

暗い写真、
赤目写真、
色
あせた写真などの修正
や修復など。丁寧に補正
します。

マグカップやクッション、缶
バッジなどお気に入りの写真
で作れるオシャレなグッズ。

まずは

特 典

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 枚まで添削が受けられます

プレミアム会員だけに届く特典があります！
撮影に役立つ

動画つき

全国の撮影会、
写真教室に参加できる

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.29 〜 37 参照

特 典

会員限定のフェイスブックグループへ
参加できる

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

特 典

お得なメールマガジン
写真撮影に役立つ情報が週 2 回届きます。登録料は無料です

さらに！

特 典

「npopcc」
で検索

賛助企業の特典利用

● 記念日スタジオ「スタジオマリオ」での撮影料が半額
※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

挨拶状・年賀状

PCCプレミアム会員 は 年会費 4,000 円

撮影情報誌
『フォトコンライフ』
年間購読

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

Web入会されると、教室申込や更新のお手続きが、カンタン便利です。

フォトカルチャー倶楽部のホームページへ

情報誌『フォトライフ四季』
プレゼント

で、全国のカメラのキタ

写真情報誌「フォトライフ四季」と一緒に、
年 4 回写真用品（メ

なら

特 典

ムラでいつでも特典が
受けられます

なら

PCC会員

写真プリント、
1枚から割引OK

プリント商品・フィルム・フィルム現像・
センサークリーニング10％割引

ご入会時期によって、
お届けする号が変わります。 ２、
３、
４月→春号 ５、
６、
７月→夏号 ８、
９、
１０月→秋号 １１、
１２、
１月→冬号

年会費の差額は

指定のメールアドレスに届いたURLを開いて、

2,500円で
断然お得

必要事項を入力

たったの

トップページの右上にある
「入会・更新」ボタンを押す

「プレミアム会員」か「会員」を選択し、

クレジットカードの情報を入力し、

メールアドレスを入力

入会申し込み方法

入力項目を確認し「登録」

登録

どちらかを選択する

①カメラのキタムラ
店頭で

②お電話から

（振込手数料が別途必要）

（振込手数料 無料）
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③ホームページ
から
詳しくは
左のページを
チェック

登録完了後
2週間以内に会員証が郵便で届きます
入力をしたら送信

フォトカルチャー倶楽部へのご入会・お問い合わせ
特定非営利活動法人

フォトカルチャー倶楽部 事務局

先 B1
〒102-0075 東京都千代田区三番町1-5

03-3230-2605

https://www.npopcc.jp

受付時間 10：00〜18：00
（土日祝は除く）

blog https://blog.canpan.info/npopcc/
店頭で年会費を
お支払いください

郵便局の振込用紙を
お送りいたします

クレジット支払いで すぐに
入会手続きできます

フォトカルチャー倶楽部

ご入会後の住所の変更は
電話でお知らせください
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NPO法人

フォトカルチャー倶楽部とは

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。P46をご覧ください。
皆さまのご入会をお待ちしております。

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

w i t h コ ロ ナ で も 写 真 は 楽 し め る！
PCC 多事多忙録

2020 年 10 月

2020 年 10 月

2020 年 10 月

日本フォトコンテスト協会が主管する本コンテスト。コロ
ナ禍の中にもかかわらず、前回を大幅に上回る点数が
集まり、皆さまの写真に対する熱い気持ちをひしひしと
感じました。『フォトコンライフ』3 月 10 日発行号で上
位入賞作品を発表します。右から PCC・野田、審査員・
吉村和敏さま、「日本で最も美しい村」連合・津曲さま

今また、フィルム写真が静かなブームになっています。
デジタル写真とは違った仕上がりが新鮮に映るようで
す。写真歴 40 年、自称フィルム派の PCC 事務局・
尾島がフィルムの魅力をお伝えすべく、『フォトコンライ
フ』冬号に出ます。フィルムでの写真も掲載。『フォト
コンライフ』冬号（P96 〜 97）をぜひご覧ください。

撮影会や写真部の受付や運営をしている PCC 事務局
の佐竹（左）と宗像（右）。P25 〜 27 には今年度の
PCC 写真部、P30 〜 37 では撮影会・写真教室の参
加者を募集中です。皆さんもぜひご参加ください。撮
影したときはちょうどハロウィンの時期。事務局でも飾
り付けをして季節を楽しみました。

「日本でもっとも美しい村」
フォトコンテスト審査会

尾島が『フォトコンライフ』でフィルムを語る

PCCの写真教室でおなじみの講師！

國政寛さんの写真集発売
PCC 写真教室、PCC リモートおうち写真教室の講師をしている國政寛先生
が、写真集を出版。美しいマクロ写真の数々、國政ワールドを堪能してみて
はいかがでしょうか。
「國政先生のもとで写真を学びたい！」と思われた方は、写真教室について
は P34 を、
PCCリモートおうち写真教室については P21 をぜひご覧ください。
タイトル：國政寛 写真集
「花色の息吹」
出 版 社：風景写真出版
体

裁：180mm×225mm
ソフトカバー 96 ページ

定

価：2,500 円（税抜）

発 売 日：12 月 4 日

私たちが運営をしています

皆さんの作品をお待ちしています
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。
■テーマ：花

＜表紙写真＞
「春色」
「桜色」が映える花々／時間・ライトによってガラッと表情を変
える桜／桜に負けない、
「あなたの春の花」
／花、電車、海など、たくさ
んの被写体を1枚に収めた春写真

■締め切り：2021年1月29日（金）13：00
■対象ページ：
『フォトライフ四季』

というタイトルが入ります
①表紙 ※縦位置のみ ※左上に「四季」
②扉ページ（表紙を開けてすぐ）※縦位置、横位置どちらでも可
③巻頭ページ ※縦位置、横位置どちらでも可

■応募方法：PCC のホームページから
応募専用フォームでご応募ください。

お一人何点でもご応募いただけます。

※10MB以上の写真はフォームからではなく、
ファイル転送サービスなどでお
送りください。ファイル転送サービスで送付の場合にも専用フォームから必要
事項をお送りください。

＜宛先＞ fujiwara@naisg.co.jp

ファイル転送サービスをご利用の場合は、必ずメモ欄に送り主名をご明記くだ
さい。お名前情報がないと、
どなたの作品か分からなくなります。必要事項は
応募フォームよりお送りください。

＜ファイル転送サービス例＞ ﬁrestorage、ギガファイル便

■応募後の流れ：

編集部にて協議し、
ご依頼する方へのみ1月末ごろにメールでご連絡
いたします。

また、12 月には、大阪で記念作品展の開催も予定されています。作品展の
詳しい情報や写真集の詳細については、國政先生のホームページをご覧くだ
さい。
https://kuni-hiro.com/

■冊子配布・雑誌販売時期：2021年3月10日〜5月末

YouTubeで
３分動画シリーズを 無料配信中
右の QR コードを読み取っていただくと、「写真
の楽しさ発見！超わかりやすい撮り方講座」を
ご覧いただけます。
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