思い出づくり、どっさりの秋

写真の秋、
これを撮る
被写体大辞典

紅葉はあっちこっちから狙う
写真家の道具論

紅葉撮影、重ね着と高倍率レンズで
写真年賀状づくり

WOW! を伝える

PCC会員の腕自慢
四季のフォトコンテスト 2010 秋冬

「物語」
が見える
写真を撮る

みんなで新しい写真体験を！
フォトカルチャー倶楽部（PCC）は会員の皆様のご支援で、
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
美しい地球を写そう! 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!

みんなの写真で表紙を飾ろう !
作品投稿お待ちしています。

（掲載作品はすべて敬称略）

http://npopcc.jp

フォトカルチャー倶楽部
（応募は→P48）

フォトカルチャー倶楽部は創立3年を迎え、本誌を全面リニューアルいたしました。
皆さんのご感想をお待ちしています。
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上の写真：
「メタセコイヤの森」
西哲也（福岡県） 撮影地：福岡県築城町
「カメラのキタムラフォトコンテスト2009秋冬」より

表紙：
「昇陽の景」
橋本民雄（大阪府）撮影地：奈良県奈良市
「カメラのキタムラフォトコンテスト2009秋冬」より

[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力
HASHI〈橋村奉臣〉
『一瞬の永遠』より

「CELEBRATION-祝い-」
アメリカ、ニューヨーク
写真：HASHI
ポン！ 空いた瞬間、勢いよく飛び散る白い泡。瓶
の口に挟まったまま、宙を舞うコルク。脈々と伝わ
ってくる生命感に、喝采の拍手が聞こえてこないだ
ろうか。
「進水式」といわれる、新しい船の門出を
祝う儀式がテーマ。アメリカのゴルフ雑誌の新年号
用として撮影をした。未知なる未来への期待、そし
て高揚感を祝杯する瞬間である。
HASHI〈橋村奉臣〉
68年渡米。74年NYにHASHIスタジオ設立、世界の
優良企業500社以上に広告写真を提供。近年は芸術
作品も制作、東京都写真美術館、国立西洋美術館で
個 展。 作 品 制 作 の 傍 ら2010年 プ ロ 育 成 の た め の
『HASHi 国際写真塾』発足。アマチュア向けのスタ
ジオ撮影イベントも開催。www.hashi-ipj.com
※この写真は「フォトライフ四季」ホームページhttp://www.kitamura.
jp/photo/shiki/にも掲載しています
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[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力
『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

ⓒ2011 Paul Nicklen
/National Geographic
太平洋に面したカナダ西部の温
帯雨林には、白い毛をまとった
アメリカクロクマ、
スピリット・
ベアがいる。これまで生き残っ
てこられたのは、聖なるクマと
崇（あが）める先住民がその存
在を秘密にしてきたからかもし
れない。（「ナショナル ジオグ
ラフィック日本版」2011年8月
号より）http://nationalgeograp
hic.jp/
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[

POWER OF
PHOTOGRAPH

]

写真の力

みんなでつくる『フォトライフ四季』
編集部が選んだ今月の2枚

上：「秋の例祭」
田内喜美子（高知県）
撮影地：高知県室戸市 御田八幡宮秋祭
「日本の祭り」写真コンテスト2010より

あなたの視点で撮った
祭りの写真を送ってください
「日本の祭りフォトコンテスト2010」は、応募数約
1万点以上。初心者から気軽に応募できる「腕だめ
し部門」と、中級者以上がしのぎを削る「腕自慢部
門」があります。一般応募のほか、全国約1000店
舗のカメラのキタムラ店頭からも応募いただけま
す。
（→P43）

7

右：「那智の滝 奉納雅楽」
林 由樹（三重県）
撮影地：和歌山県那智勝浦町
「日本の祭り」写真コンテスト2010より
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カメラのキタムラフォトコンテスト
2010秋冬

同じ場所でも人とはちがう写真を撮らなければ入賞は遠い

カメラのキタムラフォトコンテスト 2010 秋冬

テーマ：風景

「物語」が見える写真を撮る

特選

「神秘な日」
横川栄仁

準特選

「天空の城趾」
小寺澤啓司

四季折々のワンシーンを切り取って応募するカメラのキタムラフォトコンテスト。
約29,000点の応募のなかから選ばれた上位作品は、どれも「物語」を感じさせるものばかりでした。

「 RED SNOW
」
長野豊志

腕自慢部門
テーマ：風景

「黄金の山脈」
谷口一登（石川県小松市）撮影地：石川県

「浜模様」

グランプリ

「錦秋」後藤賢也（山梨県笛吹市） 撮影地：青森県

石曽根正志（岩手県宮古市）撮影地：岩手県

自分なりの見方で作品を仕上げる

撮り直しのきくデジタルカメラでも最後の詰めまでしっかりと

全国各地の見ごたえのあるきれいな風景がたくさん集まり、審査していて楽しか
ったです。しかし同じ場所でも、人とはちがう写真を撮らなければ入賞はできま
せん。自分なりの見方で作品に仕上げることが大事です。デジタルカメラの性能
が進化したことと関係していると思いますが、
驚くような風景の作品のなかには、
夜の作品が多くありました。また、今回は透明感のあるきれいなプリントがたく
さんあったのも特徴です。

テーマ：人
特選

「ハプニング」
玉田一雄

準特選

審査員：三好和義氏
1958年、徳島県生まれ。1986年木村伊兵衛写真賞を当時最年少で受賞。2009年
豪華写真集「京都の御所と離宮」を発表。今秋「世界遺産。小笠原」を出版。
三好和義公式サイト http://www.rakuen344.jp

「成人式」
田内喜美子

テーマ：人
グランプリ

「寒さ堪えて」
西村美代子

「卒業の日」 小林量一（栃木県足利市） 撮影地：栃木県
荒削りでも、フレッシュなアイデアで勝負

「優しい気持ち」

このコンテストへの応募者のレベルが拮抗してきたことを強く感じますが、ここ一発
という迫力のある作品が少なかった気がします。心に訴える力のある作品は、なに
をどう見せようとしているのか表現しているかが強く見る側へ伝わってくるもので
す。前回入賞した作品と似たような作品がありますが、審査員としては新しいアイ
デアと感性でつくられた作品を選んでいます。少々技術的に荒削りであっても、フ
レッシュなアイデアの作品の応募を希望します。

畠中悠（東京都武蔵野市）撮影地：和歌山県

「語らい」

青木美幸（長野県須坂市）撮影地：岩手県

お店でプリントして作品をよりよいものにするこだわりを

テーマ：自由
特選

「なかよし」
秋庭幸子

準特選

審査員：田沼武能氏
1929年、東京・浅草生まれ。'90年には紫綬褒章を受章。2003年文化功労者を
顕彰する。現在公益社団法人日本写真家協会会長、東京工芸大学芸術学部名誉教
授、全日本写真連盟会長。

テーマ：自由
グランプリ

と

き

「冬が来る前に」
島本佳春

「至福の瞬間」三浦栄次（福岡県福岡市） 撮影地：熊本県
写真を見るだけで旅をしている気分を味わえる

「旅の始まり」
岡田幹夫

「都会の蝉」

紙谷聡志（福岡県福岡市）撮影地：福岡県

「風のいたづら」

心に響く作品からは物語性を感じるものですが、今回のコンテストではそれを意
識して作品づくりをしている人が多いとよくわかりました。また、お店でプリン
トすることで作品をよりよいものにする、そういったこだわりを感じました。日
本のいろいろな場所、場面の作品を見ることで、日本全国の四季を旅しているか
のような思いを抱き、審査しながら日本のすばらしさをあらためて知ることがで
きました。

田中昭三（広島県広島市）撮影地：山口県
審査員：吉村和敏氏
1967年、長野県松本市生まれ。2003年カナダメディア賞大賞受賞、2007年写真
協会賞新人賞受賞。
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カメラのキタムラフォトコンテスト
2010秋冬

腕だめし部門

テーマ：自由

テーマ：ペット

グランプリ

グランプリ

「星空の下でアルペジオ」

グランプリ

「幸せを頂く」

テーマ：旅

佐野直（埼玉県鴻巣市）撮影地：埼玉県

岩本好信（東京都八王子市）撮影地：東京都

最初は写真を楽しみ、慣れたら作品を高めていく

人間と暮らす動物たちの行動をうまく切り取る

子どもの生活が見えるような楽しい写真

今回は、テクニックに走らず、元気に楽しんで撮って
いる若いタイプの作品と、作品を自己表現の域にまで
高めている、作品づくりの経験と力量を感じさせる作
品の２パターンにわかれていたように思えます。

犬・猫・小鳥などの動物たちが人間と一緒に生活す
る家庭の様子が生き生きとうかがえるような作品を
選びました。普段の生活のなかから動物の行動をう
まく切り取って、
応募していただきたいと思います。

豊かな表情で子どもの気持ちが画面によく表れてい
る楽しい作品が多かったです。上位に入賞した作品
は、いずれもドラマが感じられ、作品の背景にある
子ども達の普段の生活がよく表現されていました。

審査員：川合麻紀氏
横浜生まれ。彩り写真家。雑誌、子ども、ペットフ
ォトなどオールマイティ。TV出演、写真教室、写
真雑誌執筆等、わかりやすい写真指導でも人気

審査員：増田勝正氏
1945年東京都出身。犬、猫、ペット専門の動物カ
メラマンとして30年以上従事。犬、猫のスタンダ
ード、歴史、使役犬、生態、行動等造詣が深い。

審査員：沼田早苗氏
1978年にフリーランスとなる。「財界」
「ヨミウリ
ウィークリー」の表紙撮影、商業写真、取材撮影な
どを手がける。

特選

特選

特選

審査員：清水哲朗氏
1975年、神奈川県横浜市生まれ。1998年フリーランスとして独立。作品発表の他、
雑誌掲載に執筆、取材、写真教室の講師、フォトコンテストの審査などでも活動中。

審査員：池本さやか氏
1993年、朝日新聞社入社写真部勤務、写真を始める。2002年以降、東京を拠
点に海のなかや人間の活動など幅広く撮影、テーマは「Life on Earth」
。
岩穴昭則（岩手県盛岡市）
撮影地 ： 岩手県

特選

特選

黒田和之（神奈川県茅ヶ崎市）
撮影地 ： 東京都

「お食事中」
浅間和夫

準特選

「青の世界」
屋宮英一

「
『アッ』！」
横尾光男

「ナイスキャッチ！
捕獲成功！」
斉藤隆之

「光と影」
太田智

「京の店先」
柴田浩一

「雪の朝」
堀恒夫

準特選

「帰還、そして…」 「威嚇」

大震災前の作品を見るのはひときわ感慨深いものがありました。寒い季節に精
力的に撮影に挑んでいる方も多く脱帽です。選択眼を養うには自分の写真をじ
っくり眺めることが大事。

みそぎ

「ジャンプ」
堂本洋二

渡辺将司（千葉県流山市）撮影地：山梨県

自分の写真をじっくり眺めて、選択眼を養う

「深夜の
ホットステーション」「それぞれに…」
福谷昌己
早瀬朝美

「あーん」
関口潤
「幸せ」
森本剛史

テーマ：自然（いきもの・草木）

作品の内容は、去年よりもバラエティに富んでいると感じました。旅では被写
体とコミュニケーションをとることも大切です。入選するかしないかは、ほん
の少しの差です。ガイドブック的なものではない、自分ならではの視点を大切
にしてほしいと思います。

「禊」

準特選

「満月に照らされて」

ガイドブックにはない自分の視点を

寒風敏巳（和歌山県紀の川市）
撮影地 ： 和歌山県

「美味しい春」
白井智穂

「光芒射す秋の世界」
「寒っ。 」
鈴木隆広
小川紗矢佳

準特選

古城潤子（福岡県行橋市）
撮影地：福岡県

吉川優子（北海道札幌市）
撮影地：イタリア（ベネチア）

グランプリ

「秋空の旅」

木村元繁（和歌山県紀の川市）
撮影地：和歌山県

「絵描きの夜」

剣持信吾（岡山県総社市）
撮影地 ： 広島県

「どうして、
「好きだと笑顔も
立ってるニャ〜！」 似てくるね！」

グランプリ

「スキあり！」 「ぼくのお気に入り」

小具理恵子（北海道札幌市） 門田多賀子（香川県高松市）
撮影地 ： 北海道
撮影地 ： 愛媛県

伊澤孝夫（栃木県上都賀郡） 佐藤裕市（静岡県浜松市）
撮影地 ： 埼玉県
撮影地 ： 静岡県

「秋晴の下で」 「俺たちのイブ」

湯浅光則（兵庫県尼崎市）撮影地：兵庫県

準特選
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「暑いだろうに！」

テーマ：こども＆赤ちゃん

10

秋
の表情
宮本 圭さん

PCC会員から寄せられた、秋の表情。
渓流にかかるモミジのカーテン、スローシャッターで写す滝の流れ、
路上音楽家たちの足元を彩るイチョウ。今月は宮本圭さんにスポットを当て、
どうしたら人とちょっと違う写真が撮れるのか、そのコツをうかがいました。

の渓流と重なるようにして撮りました。

今月のいぶし銀
好きな被写体は滝です。滝はパワー
ラの設定にはこだわります。ホワイト

その場の雰囲気が出るように、カメ

化により年々滝の数が減っているので、
バランスや撮影モードをかえて試して

を与えてくれ、癒されますから。温暖
自然のままの姿を残さなければという
秋は、影が長くなっていくので、影を

みると、写真がかわります。

左の写真は、山梨県昇仙峡を歩いて
意識した写真を撮っていきたいですね。

48

「老木」牧寄芳彦
「 フ ォ ト ラ イ フ 四 季 」 で は、PCC会 員 の 皆 さ
ん の 作 品 を 募 集 し て い ま す。 次 号 の テ ー マ は
「冬」。応募は→P

「暮れゆく青」伊藤幹
「古都晩秋」黒田徳宏

気持ちもあり、撮りつづけています。
いて見つけました。紅葉が透き通り奥

圭
「時の流れ」宮本
圭
「秋の音色」宮本

圭
「モミジカーテン」宮本

PCC 会員の
腕自慢
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プロが教えてくれた

思い出シリーズ 1

思い出を
つくる
道具たち

撮影機材＆持ち物リスト

耳あて

お役立ちグッズ

寒いときは耳や首をガード
すると快適です。冬は帽子
をかぶります

アンブレラクランプ
雨の中の撮影では、三脚に専用の
折りたたみ傘を取りつけるアンブ
レラクランプが便利。傘の裏面が
銀色の布になっているので、撮影
用の反射傘としても使うことがで
きます。

ペットボトルに入った水を
入れていきます

レインウェア

【カメラボディ】キヤノン EOS 5D MarkⅡ、キヤノン EOS 7D【交換レンズ】EF16-35mm Ⅱ
F2.8L USM、EF24-105mm F4L IS USM、EF70-200mm F4L IS USM、EF100mm F2.8Lマクロ IS
USM、エクステンダー EF1.4×Ⅲ、エクステンションチューブ EF25【その他】三脚（ベルボン El
Carmagne 640）
、アングルファインダーC、リモートスイッチ、水準器（薄暗い場所ではデジタル
式を使用）
、PLフィルター、NDフィルター、CFカード（32GB×3枚、16GB×1枚）
、予備電池、
めがね拭き（レンズクロスとして使用）、ブロアー、45ℓのビニール袋（機材を突然の雨から守っ
たり、濡れた衣類を入れたりします）、など。

プロの写真家の愛用の機材や、
撮影に便利なアイテムを見せてもらい、
撮影のコツもうかがいました。
今回は、川合麻紀さんに
紅葉撮影の着こなし術を学びます。

リュックのポケット

薄手のジャケット
脱いだときに小さくなる服
はカバンに入れやすいので
便利。寒いときはこの上に
ダウンやゴアテックスのジ
ャケットを着ます

雨対策としてレインウェア、レイ
ンブーツは必携。風を通さないレ
インスーツは、防寒具としても利
用できるので、多少値段が張って
も、機能性に優れた丈夫なものを
選んだほうがいいでしょう。

足もと

川合さん注目のレンズ

虫刺され対策

PCC会員限定プレゼント！

タムロン18-270mm F/3.5-6.3 DiII PZD

川合さん愛用のこのレンズを、PCC会員1名様にプレゼントします
官製はがきに①氏名②住所③電話番号④『フォトライフ四季』
、PCCでや
ってほしいことを記入の上ご応募ください。応募先は→P48

川合麻紀

紅葉撮影での着こなしは、
レイヤードが基本
履いたり、カラフルな色を組み

合わせたり。山ガール、川ガー

ルがはやっているので、撮影に

そんなことを言いながらも機

着て行く服もおしゃれなものを

能的でカラフルな服に身を包ん

撮影機材を入れたリュックよ

そのなかから、オレンジ色のダ

選べるようになりました。私は

ウンジャケットや黄緑色のフリ

でカメラの前に立った川合さん。

りも、さらに大きなカバンを抱

ース、紫色の防寒ジャンパーな

その姿はまるで、鮮やかな色彩

見た目より機能重視ですが」

どカラフルな衣類が次から次へ

で構成された川合さんの写真を

さっそう

と現れました。

見るようでした。

えて颯爽と現れた川合麻紀さん。

「紅葉の撮影では、薄手のもの

撮影機材は、ボディ２台に、

をレイヤード（重ね着）するの

標準、望遠、超広角の各ズーム

が基本です。寒さ対策と暑さ対

っていても、歩いているうちに

状況によっては、ボディ
１台とレンズ１本で挑む

汗をかいて暑くなったりするこ

レンズと、マクロレンズの組み

策の両方を考えなければなりま

ともあるので、着脱をマメにし

合わせが基本。長時間歩くため

せんからね。はじめは寒いと思

てすばやく温度調節できる工夫

に機材を増やしたくないときは、

高倍率ズームをつけたボディを

が必要なんですよ」

上の写真を撮るために、額に

１台で、そのほか最低限必要な

ら２７０ミリまでをカバーする

汗を浮かべて、薄手のパーカー

タムロンのズームレンズ。これ

道具をリュックに入れて移動す

色もカラフルにまとまっていき

を何枚も重ね着した川合さん。

ます。

１本あれば、どんな被写体も撮

るそうです。最近川合さんが愛

「撮影会にいらっしゃる生徒さ

影できるといいます。

襟元は着物の半襟をのぞかせた

んたちを見ても、今は女性を中

「天気が悪くてレンズ交換がで

18

ミリか

心にみんなオシャレですよ。シ

きないときも、私はよく高倍率

用しているのは、広角

ョートパンツの下にスパッツを

被写体をブラして撮ることが多

ように幾重にも重なり、全体の

ズームを使います。思い切って

もこだわりがあるとか。

いので、光量を減らしてくれる

真を撮るのがイヤになってしま

「地面に生えているキノコなん

レンズ１本にしちゃえば、体も

ったら本末転倒なので、機材は、

かを接写するときはアングルを

D

フィルターは必須です」

臨機応変に使い分けています」

低くしなければなりません。そ

また、三脚とファインダーに

使い込まれたリュックを覗き

のため、三脚はセンターポール

センチくらい

Ｎ

込むと、レンズ以外にもいくつ

を外したときに
10

軽くなって撮影にも集中できま

かの道具が収納されていました。

の高さになるものを選び、低い

1.4

すからね。機材を持ちすぎて写

「これはテレコンバーター
（エク

ポジションでの撮影でファイン

ダー像を見やすくするアングル

× Ⅲ ） と、

ファインダーを取り付けていま

25

ステンダー ＥＦ

） で す。

す」

接写用中間リング（エクステン

ションチューブ ＥＦ

1.4

倍に、後者

プロだからなんでも用意する

前者は焦点距離を

はレンズとボディの間に取り付

況や目的に応じて必要なものを

見きわめて、揃えていくという

というのではなく、その都度状

L

Vol.2

紅葉撮影は重ね着と高倍率ズームで
けるだけで撮影倍率を上げてく

フィルターも

D

れるんですよ。そのほか、Ｐ

フィルターとＮ

15

川合さんの機材選び。私たちも

川合麻紀（かわい・まき）
2000年よりフリーランスの自然・動物写真家として
活動をはじめる。
「The colors of nature」をテーマ
に、アフリカ、カナダ、セイシェルなどの自然や動物、
国内の風景や花などを中心に撮影取材を行ってい
る。自然風景のほか、テーブルフォト、ペット、夜
景など、さまざまな被写体に取り組み、独特の色表
現と、さわやかでやわらかい描写が特徴。わかりや
すい写真指導には定評があり、NHKなどのＴＶ出演
や写真教室講師をつとめる。日本写真家協会会員。

持っていきます。私は意図的に

「はじめて訪れる場所で様子がまったくわからない
ときは、無理に重たい機材を持たず、ロケハンのよ
うな気持ちで出かけるのがいいと思います。結局、
風景写真は何度も同じ場所に通わないとイメージは
つかめませんからね。一回でいい写真を撮ろうなん
ていうのは絶対に無理。最初はじっくりと被写体を
見て歩き、光が当たる時間帯などをしっかり計算に
入れて本番にのぞむのがいいのではないでしょう
か。そんなとき、荷物を少なくして撮影のフットワ
ークを軽くしてくれる高倍率ズームが、力強い味方
になってくれています」

おおいに参考にしたいものです。

最初の撮影は
ロケハンの気持ちで、
光を見る

シャッタースピードを遅くして

{ }
プロの金言

紅葉撮影をしている川合
さん。ダウンジャケット
を着てしっかり装備して
います。

秋も虫対策はまだ必要です。撮影
中は手や顔などがねらわれやすく、
虫よけスプレーと虫さされの薬があ
ると安心。蚊を寄せつけない防虫素
材の服もいいですね。女性は日焼
けどめもあると役立ちます。

世界最小・最軽量の15倍高倍率ズーム。紅葉撮影に限らず、風景写真を
撮りに出かけるときはこれ１本でじゅうぶんな撮影が楽しめます。

伸縮性のある登山用のスラ
ックスで。寒く感じたらレ
インウエアのパンツを重ね
ます。靴はトレッキングシ
ューズが多いです

14

思い出を
残す
新方法

思い出シリーズ 2

「息を合せて」小林三保

「興奮」岩田亜以子

残しておきたい写真ランキング （思い出づくり研究所調べ）

お気に入りの写真は、持ち歩いて人に見せたり、何度も見返したりしたいもの。
けれど遠く離れている人にはなかなかそんな機会がありません。そんなあなたのか
わりに思い出を共有してくれるサービスがありました。

ＰＣＣに届いたメール

保存するデータが５００ＭＢ
まで無料で使えます。会員登
録は無料なので、まず何枚か
アップしてみましょう。ネッ

返したりしている人もいるよ

歩き、人に見せたり自分で見

けをプリントアウトして持ち

また、お気に入りの写真だ

らにプリントサービスもそこ

たりすることができます。さ

り、フォルダに分けて整理し

せたい人とデータを共有した

バムにアップロードして、見

タをインターネット上のアル

このサービスは、写真デー

遠くに住む大事な人と共有す

ができます。

な写真をなくさずに守ること

れても、アクセスすれば大事

予期せぬ災害でパソコンが壊

たりすることもありません。

火に焼かれたり、水にのまれ

ネット上で写真を共有
マイフォトボックス

上の写真保管サービスです。

かわいく撮れた子どもの写真、遠くに住む両親や友人に
見せたいのですが、いい方法はないでしょうか？

最近はほとんどの人が写真
を撮るのにデジカメを使って
いますが、撮ったその場で写
真を確認し、そのままデジカ

うですが、遠方に住んでいる
からできるので、フォトブッ

る。会うのが少ない人でも、

ト上にデータが残っていれば、

人にはなかなか写真を見せる
クの作成も自由自在。パスワ

ネット上の写真を通してメー

メやパソコンにデータを入れ

機会がありません。
ードを入れてログインするシ

ルや電話、手紙のやり取りが

っぱなし、なんてことよくあ

写真やデータを複製して郵
ステムなのでセキュリティも

活発になったらいいですね。

りますよね。

送するのには手間がかかるし、
安全です。

写真に込められた思い出を

携帯やパソコンメールでは一

このページに掲載している作品は、カメラのキタムラ主催のフォトコンテストの入賞作品です

お気に入りの写真はプリント

マイフォトボックス

ＰＣＣ賛助企業のカメラの

詳しくは

http://www.kitamura.jp

度にたくさんの写真が送れな

日常のスナップ

アルバム編集場面から、自動レイアウト
でフォトブックが作成できます。ガイダ
ンス付きなので、初心者の方でも安心。

写真はプリントしたり、ＣＤに保存した
りすることができます。アップロードし
た人だけでなく、招待された人もプリン
トできるので、双方で写真が共有できま
す。

やフォトブックにして残して

4.

キタムラが行っている「マイ

3.

い。そう困っている人におす

ネットアルバムの案内をもらった人は、
メールに書かれているアドレスをクリッ
クするだけで、アルバムにアクセスでき
ます。許可された人だけがアクセスでき
るシステムでセキュリティはばっちり。

おきましょう。

3位

かんたん
セキュリティ

フォトボックス」を使えば、

マイフォトボックス４つのポイント

すめなのが、インターネット

入園、入学式

プリントもできる

思い出をＷｅｂで共有

「ワンちゃんの頭、大変です!!」高宮晃一

16
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アップロードしたアルバムは、
「友人に
公開する」機能を使って、簡単に見せた
い人へお知らせすることができます。メ
ールアドレスを登録するだけなので、面
倒な手続きは必要ありません。

フォトブックが
作れる

http://www.kitamura-print.com/my_photo_box/
カメラのキタムラホームページ内で「マイフォトボックス」を検
索。写真保管サービスの「マイフォトボックス利用はこちら」を
クリック。ログインして、自分のアルバムへアクセスします。初
めて利用する方は、利用登録をしてから使うことができます。

2位

2.
メールでお知らせ

1.

マイフォトボックスにアクセスするには
家族の集合写真

思い出づくり研究所が調査
したアンケート。お正月や
クリスマス、家族の誕生日
などイベントで撮った集合
写真を撮っておきたいとい
う意見が１位でした。日常
の何気ないスナップも人気
があるようです。

1位

真樹

遠くのあの人といつでも
アルバム見せあいっこ

め！」才所
「用意、始

思い出の
残し方
２通り

思い出シリーズ 3

家の近所で身近な秋の撮影
真が撮れません。なるべく家

になると混みあい、うまく写
一緒に撮ったものです。右下

地面にたまっている落ち葉と

外で撮る

道端に
の写真は小学校の敷地内で、

秋のお出かけ
赤や黄色に木々が色づく秋。子どもをモデルに四季を感じる
写真を撮ってみるのはいかがでしょうか。今から年賀状に使う

をしてみませんか？
の近くで撮りやすいポイント
落ち葉をほうきで集めて、そ

写真を撮っておくと、年末にあわてずにすみます。

咲く花、紅葉の並木道、澄ん
があるといいですね。

子どもと遊びながら
撮った写真を年賀状に

だ青空…秋はなんでも写真に
しました。左下の写真は、子

の上に寝転んだ子どもを撮影

奥行きを出したもの。ピント
どもに落ち葉をすくって投げ

左の写真は、望遠レンズで

なかでも木全体が真っ黄色
はモデルにきちんと合わせま
させ、葉っぱが落ちてくる瞬

なります。
に染まるイチョウ並木は、う
しょう。
葉っぱが散ってしまったら、 間を撮ったもの。逆光だと落

ってつけの素材です。葉っぱ
が色づく前から、いい撮影ポ
ち葉がきれいに写ります。ま

焼き増し用の
データＣＤが大人気

予約はお早めに。

で

勝ちです。お目当ての衣装の

ません。人気の衣装は早い者

ったりしてしまうこともあり

ったり、疲れて元気がなくな

くれる写真スタジオがありました。

いるし、時間がかかる…そんな悩みを解決して

七五三撮影、シーズンに行くとどこも混んで

年賀状がプリントできます。

タムラでは、お店と ｅ

ＰＣＣ賛助会員カメラのキ

するといいでしょう。

が入ることを考えながら撮影

用の写真を撮るときは、文字

にするか考える季節。年賀状

そろそろ来年の年賀状を何

います。

シャッター優先モードにして

う場合があります。どちらも

落ち葉にピントが合ってしま

わせます。オートにすると、

マニュアルにして子どもに合

ながら撮影。下の写真２枚は、 た、できることならピントは

七五三のレンタル衣装とい

でお出かけができます。おす

スタジオマリオでは、写真
のデータＣＤ「マリオフォト
を使って、カメラ

ＣＤ」を購入できます。
そのＣ

のキタムラで年賀状をつくる
のもいいですね。

キタムラ 年賀状
電話番号をよくお確かめください

イントを探しておきましょう。 子どもと一緒に落ち葉で遊び
有名な場所は、紅葉シーズン

秋のよそゆき スタジオで撮る

避けたいなら、なるべく早め
うと、スタジオだけの貸し出

着物はレンタルして
お出かけ

七五三は撮影とお出かけで
２度楽しむ
月の七五三本番に近づく

につれて、スタジオは大変混

に行くのがいちばん。ＰＣＣ
しと思いがちですが、スタジ

雑します。混雑をできるだけ

賛助企業スタジオマリオでは、
撮影料が無料です。どうして

すめは撮影を先に済ませて、

オマリオでは、レンタル衣装

も本番近くに撮影したいとい

お出かけとお参りを後日にす

日までの間なら平日の

う方は、早めに予約だけは済

る方法。子どもが飽きてしま

９月

ませてしまいましょう。

望遠レンズで奥行きを出す

18
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ネットプリントお客さまなんでも相談室

http://www.kitamura-jp

☎050-3116-8888
スタジオマリオ

知識がどっさり、スタジオマリ
オのフリーマガジン。全国のス
タジオマリオでもらえます
http://www.studio-mario.jp

12月６日までなら早割でお得に印刷ができます。

※詳しくはお店、または「お客さまなんでも相談室」へおたずねください

自信作は年賀状にする
購入金額に応じて

3. 選べるプレゼント
おでかけ日を平日にすると、

W

イチョウじゅうたんに寝転んで
午前中の光で連写する

スタジオマリオの七五三ここがお得

b
年賀状は、ご家族やご兄弟で撮った写真で送
ると喜ばれます

2. 千歳飴プレゼント
1. レンタル衣装が８千円引き

D

11
30

※店舗により衣装は異なります。詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

年賀状の相談は

思い出を
お正月に
送る

思い出シリーズ 4

街中すべてが写真の主役

第２回

秋

被写体大辞典

背景

あ っ ち か ら 撮 っ て こ っ ち か ら も 撮 っ て。
主 役 の 紅 葉 を あ え て 後 ろ に も っ て い く。
写真を撮っている人だから気付ける紅葉
狩りの楽しみ方です。

光

いろ

カメラ片手に歩いていると、一人なのに一人じゃない
ような、そんな気分になることはありませんか？
いろな思いを巡らせながら撮る秋の写真は、その空気ま

かたち優先で撮る。おやおやなんだ？

編
でとじ込めているよう。秋も“カメラの目”で散歩して

白く感じたものを、そのまま撮る。床島さん

みましょう。

明るい色の木に映る影 絵。と
は耳のようなかたちに惹かれ撮影したとのこ

耳

きどきは目 線を上にして歩い
と。何に惹かれて撮りたいと思ったかを考え

影

てみましょう。ハッと気づいた
て、その魅力を表現できる構図を考えてみま

と面

わく感がなんともいえません。
しょう。

ときにシャッターを 押 すわく

葉がみずから光るイルミネーションのように見えます。光の方向や、紅葉の

【おてら】

ほかに何を入れて撮るか、組み合わせや構図をいろいろと試してみましょう。

お寺

水に反射する夕日、温かさが残る夕日の空気まで写しこみたいと強
く願いながら撮影。いつもの散歩コースにお寺があったら、たまに
はカメラを持って散歩してみるのもいいかもしれません。

「耳」床島央明

写してみましょう。

ろん、いろんなかたちの月を

うですよ。十五夜の夜はもち

た「月写真専門家」もいるそ

日かわる月のかたちに惹かれ

空に、月が見えたら撮る。毎

せます。空気が澄んだ秋冬の

ると簡単にクレーターまで写

シャッタースピードを速くす

毎日ちがうかたちで現れる月。

月 【つき】

|
|

思い出
発見講座

紅葉
【こうよう】

映りこみ

ガラスを通して見る 紅 葉 の 世 界 は 、 直
接見るのとでは一味 違 っ た ノ ス タ ル ジ

【えんがわ】

増尾さんの写真は木の質感の表現がお見事
ですね。いつも過ごしている家のなかでも
四季を感じて撮影してみましょう。

秋の海 【あきのうみ】
夏のにぎわっている海から、静かな秋の海
にかわると、木島さんの写真のように夕日
を受けてキラキラ輝いている水面をいつま
でも覚えていたくなります。広がりを感じ
タテにして奥行きを出すのもよいですね。

る海はついヨコ位置で撮りたくなりますが、

「夕陽のころ」本島宏一

ックな雰囲気を出し て い ま す 。
撮影した牧寄さんは 、 ガ ラ ス に 映 り こ
んだ景色を見て、思 わ ず レ ン ズ を 向 け
たそうです。また、 歴 史 あ る 建 物 の ガ
ラスに近代的なもの を 写 し て 、 そ の 時

|
|
自 分 の 家 の な か に も 作 品 が 隠 れ て い ま す。

縁側

間のギャップを表現 す る の も お も し ろ
いです。

お坊さん
【おぼうさん】
凛としたたたずまい の お 坊 さ
んを。別宮さんはお 坊 さ ん を
撮るために１時間待 機 し 、 あ
きらめて帰ろうとし た と こ ろ
を通りかかり、挨拶 し て 連 写 。
「１枚の写真のなかにお坊さ
んの静と家族の動を 入 れ た と
こ ろ が ポ イ ン ト 」 と の こ と。
写真のなかで動きが 交 差 す る
写真を意識してみる の も い い
ですね。通路がフレ ー ム の よ
うになって、イチョ ウ の 黄 色
がより鮮やかに見え ま す 。

「晩秋」増尾恒太郎

「映える」牧寄芳彦

24
25

|
|

みなさんのこれだと思う被写体自慢を
お送りください（テーマ:冬）
（→P48）

「静と動」別宮幸二

|
|
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絆を深めた仲間と楽しんだ結果を

締めくくりは自分で講評

新宿御苑の大木戸門から外へ出る

と、５分もかからないところに富士

フォトギャラリーがあります。そこ

で、今回の撮影を振り返りました。

ギャラリーの作品と自分の写真を

見比べると、本当に勉強になります。

北大阪急行

至大阪市

中央環状線

新宿区新宿1-2-6 御苑花忠ビル１F
☎03-3341-7577
http://kitamura.jp/photogallery/
10:00-18:00（土曜日11:00-17:00）
※写真展最終日は15時まで 定休日／日・祝祭日

フォトブックサービス中

フォトギャラリーキタムラ東京・
新宿では、ギャラリーをご利用
いただいた方に展示した写真や
記念写真をまとめたフォトブッ
クをプレゼントしています。

至新宿
●１出口

千里中央駅

★

P
●はるやま

●GS
●バス停野畑小学校前
大阪モノレール
千里中央駅
小路駅
至池田

短時間でも写真展ふたつと撮影を

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿
1号線
国道17

新御堂筋

野畑小学校●

楽しめる新宿御苑を、この秋に満喫

第5回CAMARADE写真展
2011年5月12日(木)～5月18日(水)
CAMARADEは「仲間」の意。第5回目を迎え、より
仲間の絆は深まり、楽しく写真を撮っています。写歴
写風はそれぞれに、
成果のあった人もいまいちの人も、
写真を楽しんだ1年間の結果を展示しました。

豊中市西緑丘3-10-7 カメラのキタム
ラ豊中・豊中店2F
☎06-6855-6645
10:00-18:00※写真展最終日は15時まで
定休日／年中無休（年末年始は除く）

至箕面 ロマンチック街道

フォトギャラリーキタムラ
大阪・豊中

してみてはいかがでしょうか。

写真展で撮影の士気を

高める

被写体はたくさん。

事前にある程度

る る る 御苑写真三昧を楽しむ
三ヶ条

見る

撮る
何を撮るか決めておく

感じる 復習は大切。

ギャラリーで
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自分講評をする

第23回写真同人向ヶ丘写真展
2011年4月21日(木)～4月27日(水)
結成23年目の会になります。年に1回写真展を開き、
自選の作品を持ちよって、全紙サイズで展示していま
す。テーマは主に自然風景で、今回は24点ほど展示
しました。

読売新聞写真部写真展
「写旬Ⅴ」
2011年4月28日(木)～
5月11日(水)
5回目を迎えた「写旬」
展。「写旬」とは読売
新聞の写真部員が、普
段とは一味違った視点
で、旬なコト、モノを
取材したものです。読
売新聞連載の「写旬」
から、1年間分の約50
点を展示いたしまし
た。

る る る 見る・撮る・感じる

一味違う旬な写真「写旬」

おしゃれな裏通りを歩いて
新宿御苑へ

結成23年目になりました

フォトギャラリーキタムラに
集合する訳とは

第16回キヤノンフォトクラブ東京フラワー写真展
2011年4月14日(木)～4月20日(水)
今年、クラブは第17期目に入り、今回の写真展は第
16回目を迎えました。昨年は都合上、有志のみの写
真展となりましたが、今年は各人それぞれの傑作を発
表することができました。

ギャラリー鑑賞を終えて、集合場

光谷英彦写真展「世界のモンキー大集合」
2011年4月7日(木)～4月13日(水)
地球上には多種多様なおサルさんがいます。今回の写
真展では、そんなおサルさんのユニークな顔やユーモ
ラスな表情を追いかけました。「こんなサルがいるの
か！」と思ってもらえたのではないでしょうか。

初秋某日、新宿御苑を写真三昧で

第22回UPCフォトクラブ写真展
2011年3月31日(木)～4月6日(水)
UPCフォトクラブは、今年で22年目となる写真愛好
家グループです。月に1回の例会を催し、年に2～3回
の撮影会を実施しています。各会員の赴くままの個性
を大切にし、
感性を磨く作品づくりに励んでおります。

所から裏手に出ると、そこは新宿御

クラブの皆さんの傑作を発表

楽 し ん で し ま お う と、「 四 季 」 編 集

ユニークなおサルさん大集合

集合場所のフォトギャラリーキタムラ。
お手製の周辺マップももらえます。

苑が間近の閑静な通り。新宿御苑に

赴くままの個性を大切に

都心なのに緑の匂い香るおしゃれな通りは、
それだけで被写体になりそうです。

部で結成された『るるる散策隊』。ま

第10回ニッコールクラブ東銀座写游支部写真展
2011年3月24日(木)～3月30日(水)
ニコンが主催する「ニコン塾（現ニコンカレッジ）」
の卒業生が中心になって2003年に創立したクラブで
す。現在会員数は30名。年1回の写真展を実施し、今
回は第10回「記憶に残る風景」を開催しました。

到着すると、広大な敷地内に豊富な

エーデルワイス・クラブ写真展
2011年3月17日(木)～3月23日(水)
55周年を迎えたエーデルワイス・クラブは、女性だ
けのクラブという特徴のある会です。現在は140名の
会員がいます。安全登山をモットーに、自分自身の力
量で山を選び撮影をおこないました。

ずは、東京・新宿にあるフォトギャ

大型カメラ写真展
2011年3月10日(木)～3月16日(水)
私たちは大型カメラ「エボニー」を使用し、真の写真
を目指して撮影しています。世の中デジタルカメラ化
が進みましたが、私たちは銀塩写真にこだわり努力し
ています。今回は3回目の写真展となりました。

るるる散策隊の背後から。赤くなりかけの紅葉のコントラストが絶妙です。

種類の植物や庭園など、被写体が満

記憶に残る風景

ラリーキタムラに集合しました。ね

安全をモットーに無理のない撮影で

載。事前に何を撮るか決めて撮影を

銀塩写真にかける熱意

らいはもちろん写真展。ほかの方の

第3回NK-5写真同好会写真展
2011年3月3日(木)～3月9日(水)
NK-5はニコンカレッジを受講した仲間でつくった写
真同好会です。今回は発足して3年目の集大成である
と同時に、次のステップへのチャンスをと考え企画し
ました。全員楽しみながら一生懸命おこないました。

するとよいでしょう。

第12回新風景写真塾作品展
2011年2月24日(木)～3月2日(水)
16年目をむかえた竹内敏信先生の新風景写真塾「受
講生作品展」をおこないました。受講生の日々の努力
の成果を結実させた写真展になりました。皆様のご来
場を心より感謝いたします。

作品を見て自らを刺激し、これから

三菱商事写真同好会2010年写真展
2011年2月17日(木)～2月23日(水)
フォトギャラリーキタムラでは4回目の写真展でし
た。テーマを設けず、自由に撮るのが三菱流。個性あ
ふれる作品を展示しました。会員も増え、同好会のモ
ットー「楽しく撮影！」が浸透してきた気がします。

はじまる写真撮影の士気を高めるの

仲間とともに次のステップへ

が目的です。

実を結んだ日々の努力

「四季」編集部でぶらぶら散歩

「楽しく撮影！」の精神を伝える

From
Gallery

多くの仲間に知り合えた。あなたと技術を磨き合えた

御苑写真三昧

Thanks for Coming

富士フォトギャラリー新宿
●2出口 ●ローソン ●
新宿通り
丸ノ内線
新宿御苑前駅
至四ッ谷
●ギャラリー 花屋●
シリウス

★

●堀内カラー

新宿御苑
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