会員70,275名の皆さんの力で社会貢献、
(2013年7月31日現在)

フォトカルチャー倶楽部。

この季節だから撮れる

光と色で魅せる紅葉
喜ばれる年賀状は秋から準備

写真年賀状づくりの
コツを紹介
写真の楽しみ方を伝える

フォトインストラクター資格取得講座（東京）受講者募集
写真家と出会えるイベント

「アマ meets プロ」
を福岡で初開催

スナップ撮影でも役立つ機材を抽選で

マンフロットの三脚を
会員限定プレゼント

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

会員の皆さんの写真で表紙を飾りませんか？
作品投稿お待ちしています。（詳しくは→P48）
フォトライフ四季以外でも最新情報は
こちらで確認できます。
フォトライフ四季ホームページ
→ http://www.npopcc.jp/aaa/shiki/
フォトカルチャー倶楽部
Facebook ファンページ
→ http://www.facebook.com/npopcc
メルマガも配信中！
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上の写真：
「秋を、駈け抜けて」

表紙：
「水紋」

爲久公幸さん（北海道）

相沢 功さん（福島県）

ススキの野原で、夕日に向かって少年が走るイメージ
で撮影。ススキを美しく見せるのにとても苦労しまし
た。逆光を選ぶことでススキの輝きが出ています。走
る子どもをサブテーマにしたので、１度きりのシャッ
ターチャンスでしたが、臨場感を伝える作品ができま
した。

撮影にはあまり適さないと言われる10時過ぎごろに撮
影したので、画面構成を工夫しました。前景を入れ、
水面には波紋を起こして紅葉や水面の美しさを表現し
ています。裏磐梯地区は撮影ポイントが多く、人気の
地域ですが、時間帯のおかげか、カメラマンがひとり
もおらず、ゆったりと撮影できました。

ニコンD5100、AF-S18-55㎜F3.5-5.6、F10、1/400秒、
北海道石川市、2011.9
「365日フォトコンテスト2011秋冬」より

キヤノンEOS5D、24-70㎜、F25、1/20秒、
福島県北塩原村（曲沢沼）
、2011.10.27、PL、三脚使
用『フォトコンライフNo.51 秋のある風景』より

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、撮影地、撮影日、その他

「心の芯に響くもの」
アメリカ西部。大地変 動の歴
史が蓄 積され、古代の堆 積 物が
鮮やかに個性を見せ表情 豊かに
出迎えてくれるポイントがここに
は多い。侵食という、我々にとっ
ては気の遠くなるようなプロセス
を経て「今」という時の流れのな
かの一瞬を魅せてくれる場所であ
る。アメリカの車 社 会は広大な
大陸で道路網を見 事に広げてい
なかなか足を踏み入れることは

るが、秘 境と呼 ばれる場 所には
できない。
国立・国定公園、国有林、州立
公 園 などにはトレールと呼 ばれ
る簡単な山道のような道がある。
自 然に近い状 態で、登りやすく
石を削って整え補 助する箇 所も
あるが、手すりなどは一部を除い
てほとんどないし、道標となるも
それはスケールがあまりにも大

のも必ずしもあるとは限らない。
き 過 ぎるためかもしれないが、
実際には自己責任を基本とした
上での野外 活 動であるという国
民性を象徴する考えからだとも
思える。
誰でも自 然の中に足を踏み入
れられる「自由」は、感覚という
よりも場 所と状 態によっては体

力や気力、装備、知識や経験を
必要とした上で、条 件を満たす
根本にしている。この判断でさえ

もののみが入れるという 認 識 を
個々に任せられているところがア
メリカの興味深いところだ。
「誰でも」入れる場 所でも難易
度や距離を表示したり、管理局
職員がビジターセンターなどで情
報を提供して平等にさまざまな
現 実 的レベルの理 解 を 促しなが
ら補 助したりする。そこには自
然を尊重する心の責 任というも
のが暗示され、それを 熟 知した
上で個々のレベルに合わせて辿り
着くことができるポイントから何
に気づき何を撮らせてもらえる
か、というアプローチが大切にな
ってくると私は思う。
時の空間という漠 然とした感
覚は、目の前に広がる感 動の光
景を見つめている自 分をも 包み
込み、異 なる次 元にいるような
錯 覚がすばらしい驚きと喜びを
大きく磨き上げ刺激してくれる。
私は、
「写真は撮るものではなく
撮らせてもらうもの」と常々感
じている。こうした考えを持つこ
とで、偉大なるギフトとして「す
ばらしい作品」を撮れる瞬 間を
もらえるのかもしれない。

2
＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、ISO感度、撮影地、撮影日、その他
小池キヨミチさんをもっと知りたい方はこちらのHPをチェック→http://www.usa-japan.com/nature/
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写真の力
[
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小池キヨミチ『自然とつながる時』

「時の空間」

アメリカ ユタ州
アーチーズ国立公園

1959年静岡県浜松市生まれ。1983年米国永住。2001年同
時多発テロ事件を契機に2004年から各種写真展入賞、後
に2006年に前田真三賞（風景写真社主催）最終選考作品（同
年の受賞者なし）に選ばれ高い評価を受ける。その後、プ
ロ写真作家として活動開始。2013年5月の個展が日本で6度
目となる。著書に写真集「大砂丘の声」など他多数。日本
写真家協会会員。
小池キヨミチ（こいけ・きよみち）

ペンタックスLX、SMC-A 20㎜ f2.8、F22、2 秒、ISO50、アメリカ、2007.2.24、C-PL、三脚使用

[
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写真の力
『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

米国・ワイオミング州にそびえるテ
ィートン山脈を背に、秋色の草原
を馬が駆け抜けていく。同州の
北西部にあるグランド・ティートン
とイエローストーンの両国立公園
は、荘厳な自然を守る中心的な
存在だ。

表紙写真は「ナショナル ジオ
グラフィック日本版」
2013年8月号
http://www.nationalgeographic
.jp/
©2013 AARON HUEY/National Geographic
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ナショジオワンダーフォトブック第4弾。2枚の写真で楽しむ新感覚の絶景写真集「絶景×絶景」
（日経ナショナル ジオグラフィック社／税込1680円）発売中

有名写真家と出会えるイベントがあります。詳しくは→P31
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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

「晩秋の頃」
清家光江さん（愛媛県）
家に落ちていた虫食いの落ち葉の形がよかったので、落ち葉を左手に持ち、
右手でカメラを構えて撮影。穴の形を枠にして空と雲を入れて、裏山からト
ンビが来るのを待ってシャッターを切りました。手前の落ち葉をぼかして、
空とトンビにピントを合わせています。
ニコンD60、18-200mm、F8、自宅、2011.10.8

『フォトコンライフNo.51

秋のある風景』より

「魚の標本」

斎藤 智さん（愛知県）

紅葉で有名な香嵐渓で、川沿いにあった板ばりの飾り窓にカメラを近づけて撮影しま
した。アユの形の穴から、のぞき見構図を意識しながら、対岸の紅葉をねらっていま
す。板が茶色だと紅葉の色が映えないので、暗くなるように露出をマイナスに調整。
撮影には三脚を使いましたが、板にカメラをできるだけ近づけるのに苦労しました。
キヤノンEOS5D、EF24-105㎜ F4L IS USM、F16、1/8秒、-2EV、愛知県豊田市足助町
（香嵐渓）、2010.11.25、三脚使用

『フォトコンライフNo.51

秋のある風景』より

日本一のフォトコンテストは
365 日チャンスがあります
PCC主催の「365日フォトコンテスト」は、応募総数が約10万点を超える全国最大規模の
フォトコンテスト。プロの写真家や専門家が全応募作品を審査しています。コンテストの上位
入賞作品は、本誌や『フォトコンライフ』(双葉社)で随時掲載します。詳しくは→P43
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関東各地から出発できる、上級者お断りツアー「写真、撮ろうよ。」６回の日帰りツアーでひとつずつステップアップしませんか。詳しくは→P12

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、露出補正、撮影地、撮影日、その他
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PCC のいぶし銀

自然と人間の共生を優しさで写す
全国7万人の会員、7万通りの写真の撮り方、写真への想いがある。
写真で人生を輝かせている人をピックアップする、
「PCCいぶし銀」
。
今回はフォトインストラクター・辻谷 顕さんに話をうかがい、
写真を撮り始めたきっかけや、撮影術を教えてもらった。

艶やかに色づき、多くの観光客

かけて 、京 都 では 紅 葉 が
んも何 枚か紅 葉にシャッターを

りを埋め尽くしていた。辻谷さ

真を撮るため、我も我もとあた

もがカメラやスマートフォンで写

種の妖艶さをもって夜空に映

を見守るように、紅葉はある

見上げる人……。そんな様子

人、立ち止まってただ紅葉を

なる人、その前を通り過ぎる

月の 中 旬 から 下 旬 に

で賑わう。
切ったが、やがてその人たちに

年

辻谷顕さんは、ある日の夜、
えていた。辻谷さんは

秒か

遠慮するかのように参道奥の端

夜景撮影は、できるだけ三脚とレリーズを使ってカメラブレに気を付けましょう
ニコンD3、24㎜、F8、3秒、ISO1000

この季 節に紅 葉がライトアップ
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て訪れた。予 想していたことで

こうと思い立ち、カメラを 持っ

されている場 所へ散 歩がてら行
めた。重なるシャッター音 、小

ット。しばし目の前の風 景を眺

っこへ移動し、三脚にカメラをセ

い頃から動物が好きで、特に

優しい人なのだろう。小さ

切った。

けてゆっくりとシャッターを

いう 思いは、高 校 生になってか

は思いません。それでうまく撮

をよく 行いますが、ゴミを出さ

れたとしても 決してうれしいと

時間があれば犬や野鳥など、
ないことはもちろん、人にも 自

ら 多 少 無 理をして一眼レフカメ

身 近な動 物にレンズを向けてい
然にも迷惑をかけないよう気を
写真は、その人の中身を表す

た。しかし、成 長するにつれ、

ものでもある。辻谷さんの写 真

つけています」

なっていった。再び、辻谷さんが
は、普 段ではなかなか気づかな
然と人間の共生を写し込んでい

カメラを頻 繁に手にするように

なり、仕事で写真を撮る必要に

るような気がする。それは辻谷

い、身近な風景のなかにある自

迫られたからだ。あらためて本

さんの優しさによって写しださ

務先の企画関係の部署に配属に

格的に写真を撮るようになって、

れているものなのだろう。

写真を撮らない人に不快な思い

「周りのカメラマンはもちろん、

していきたいと思います」

時 間を過ごせるよう、お手伝い

同じ趣味を持つ人がより楽しい

「写真は本当に楽しい趣味です。

をさせてまで写 真を撮りたいと

づくようになった。

辻谷さんはいろいろなことに気

なったのは、社 会 人になって勤

カメラを手にする時間は少なく

は思いません。最近は野鳥 撮影

小雨ふるなか、赤い紅葉に負けない存在感で佇んでいました
ニコンD3、85㎜、F4.5、1/30秒、ISO1000

ラを購入する形で具現化する。

の姿をいつまでも愛でたいと

は心をひかれていたそう。そ

自由に空を飛びまわる野鳥に

さな歓声。画像を確認し笑顔に

3

はあったが、現 場に着くと、誰

いぶし銀

「写真が大好きだから、人にも自然にも
迷惑をかけないよう気をつけています」
辻谷 顕さん
今月の

8
写真を楽しむための知識を伝えるフォトインストラクターになりませんか。詳しくは→P37

【ココがポイント ２】

逆光を利用して透過光で鮮やかに見せる

順 光で紅 葉を撮って後から見
返したときに、色がイマイチだ
な、と思ったことはありませんか。
葉を撮るときは、透過光を利用

それは光の向きが原因です。紅
すると鮮やかな印 象を与えられ
ます。透 過 光とは、透明なガラ
スや透き通った被 写 体に光が当
たり、そこを通り 抜けてきた光
のことです。ですから半 逆 光 線
や逆光 線がつくり出した透過光
では、葉の色 味がより 鮮やかに
見えます。太 陽の光が強いほど
そのため、紅葉撮影の場合は、

顕著です。
逆光をねらって、木の下に入って
透過光で被 写 体をねらってみま
少々時期を過ぎた紅葉も鮮やか

しょう。透 過 光を 利 用すると、
に写せます。モミジの葉に傷みが
出ていてもガッカリせずに、逆光
う。順光では茶 色味が強く見え

で写せるところを探してみましょ
た葉が、同じ被写 体とは思えな
でくるはずです。

いほどの鮮やかさで目に飛び込ん

思い出を
残す
テクニック
3 つのテクニックを使った紅葉撮影に挑戦

木村正博（きむら・まさひろ）
年、神奈川県箱根町生まれ。カメラメーカー・写真雑誌社勤務
を経てフリーとなる。ＮＨＫ学園、
各メーカー写真教室講師を務める。
著書に 新
｢ 宿御苑 撮影・散策ガイド ｣など。日本写真協会、日本自然
科学写真協会会員。木村さんの撮影教室は
をチェック。

】

と赤味がより強調されます。

合は、曇りや日陰にセットする

また、画面に赤味を加えたい場

ートではなく太陽光にします。

表現できません。そのため、オ

きないため紅葉の色鮮やかさが

基準に白にしたらいいか判断で

Ｂをオートで撮影すると、何を

な面積を占める被写体では、Ｗ

な赤や黄色など特定の色が大き

問題ありませんが、紅葉のよう

ＷＢをオートで設定しておけば

わせてＷＢを選びます。通常は、

すから、被写体に当たる光に合

と判断してくれる機能です。で

は、さまざまな光の下で白を白

ラにその力はありません。ＷＢ

と判断できます。しかし、カメ

報を脳で判定するので、白を白

本です。人間は目から入った情

Ｂ）を“太陽光”にするのが基

ホ ワ イ ト バ ラ ン ス（ 以 下、 Ｗ

晴天で紅葉撮影をするときは、

ホワイトバランスを自在に設定して赤味を増す

【ココがポイント

1
9
4
8

1

Ｃ︲ＰＬフィルターはレンズ

引き出してくれます。

ックのひとつに、カメラアクセ

このように被写体の色を鮮や

前面につけ、前枠を回転させる

かに見せる上で有効なＣ︲ＰＬ

サリーを使う方法があります。

景写真ではよく使われます。紅

フィルターですが、フィルター

ことで表面反射をコントロール

葉も、このＣ︲ＰＬフィルター

自体が持つ濃度で透過光量が減

します。特に順光では、フィル

を使って撮影することで色鮮や

ることも知っておきましょう。

ここで使うカメラアクセサリー

か に 写 す こ と が で き ま す。「 美

撮影状況によって変わりますが、

はＣ︲ＰＬフィルターです。Ｃ

し い 」、 と 思 っ た 光 景 を 見 た ま

シャッタースピードが

ターをつけただけでは効果を得

まに表現するときにＣ︲ＰＬフ

︲ＰＬフィルターは被写体の表

ィルターを使うとよいでしょう。

遅くなる場合もあるので、使う

られず、回転させる必要がある

被写体が反射して、白っぽく見

ときは三脚と併用するといいで

ので注意しましょう。

えてしまうときなど、光の反射

しょう。

段以上

をおさえてくれ、本来の色味を

面反射をおさえ、色のコントラ

色鮮やかに紅葉を撮るテクニ

C ︲ PL フィルターを使って撮影する

【ココがポイント ３】

ナビゲーター・木村正博さん

ストを強調してくれるため、風

WBを 太 陽 光 に
したことで、紅
葉の赤味を引き
出せました

より赤味を強調
したいときは、
WBを 曇 り や 日
陰にセットして
みましょう

1

10
＜撮影データ＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、ISO感度、その他
木村先生の撮影講座は新宿御苑で開催されます。新宿御苑には、紅葉、桜、バラなど季節ごとに魅力的な被写体がいっぱい
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『彩やかな紅葉』の〝ソコシリ〟
第5回
そこが知りたい！初心者向け講座

思い出シリーズ 1
こんな写真撮りたくありませんか？
それなら…

P
31

肉眼では鮮やかに見えた青空や紅葉が、写して
みるとくすんでいることがあります。そんなと
きはC-PLを使ってみましょう
ペンタックスK-7、SMCP-DA18-135㎜
F3.5-5.6 ED、F8、1/100秒、ISO160、C-PL

水面に映る紅葉にレンズを向け、C-PLフィルターを微調整して紅葉の色を強調しています ペンタックスK-7、DA18-135mm F3.5-5.6、F8、1/125秒、IOS800、C-PL
順光ではくすんで見えた葉も、
木の下に入って逆光で見ると鮮
やかな紅葉を見せてくれました
ペンタックスK-7、SMCP-DA18-135
㎜ F3.5-5.6 ED、F8、1/100秒、
ISO800、C-PL、三脚使用

木村先生と撮影しながら学べる講座は→P31

思い出を
つくる
道具たち

思い出シリーズ 3

現地で調達した地図

プロの金言

現地の言葉で話し
かければ、 お互いの
距離が縮まります
「海外の撮影で重要になるのは現地の人々とのコミュニ
ケーションです。国際語といわれる英語で話しかける
のもいいかもしれませんが、できればその国の言葉で
話しかけてみてください。たとえ片言であっても、勇気
を出して声をかければ、相手との距離がぐ～んと縮まっ
て、撮影がスムーズにいくはずです。ちなみにドイツ語
での日常的な挨拶は、英語と同じ『ハロー』
。オッケー
を意味する言葉は、
『アレスクラー』といいます」

「小さくスマートに折りたためると
いうのはイイですね。特に海外に
取材にでかけるときは機材をスー
ツケースに入れることがあるので、
とても助かります。派手すぎずに、
おしゃれなデザインも気に入って
います」

NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
「マンフロット三脚」係
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-20-205
応募期限：2013年10月31日(木) ※当日消印有効
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせて
いただきます。

ここがいい！②

耐荷重４kgの
しっかりとしたつくり！
「 耐 荷重4kgなので、キヤノン EOS
5Dのボディと70-200㎜の望遠ズーム
を組み合わせても安心。通常の撮影
であれば、脚がグラついてカメラブ
レを起こす心配はありません」

スナップがメインでも、
三脚は絶対に欠かせない！

「まだ少し時差ボケで……」と、

日間ほど取材

10

眠気マナコでやってきた種清さ

ん。ベルリンに

に行っていて、先週帰国された

ばかりだそうです。

「今、僕がテーマにしているの

は、東ベルリンの街並み。優れ

た美術や音楽を生み出す芸術都

市としての魅力と、混沌とした

雰囲気にひかれて、二〇〇九年

から通い続けています」

人々の暮らしや街の風景など、

スナップフォトがメインの種清

さんですが、自身の創作におい

て三脚は絶対に欠かせない道具

だといいます。

「街で見かけた構造物を撮るこ

とが多いので、僕は必ず三脚を

持参します。また、夕暮れどき

や夜の撮影では長時間露光でシ

ャッターを切ることになるので、

小型三脚はとても重宝するんで

すよ」

重さわずか１・４キロの軽量

小型三脚Ｂｅ ｆｒｅｅ は、種清

さんの作品づくりをアシストし

てくれる、旅のパートナーにな

っているようです。

荷物がひとつにまとまれば、
電車での移動もラク！

海外での取材では、荷物をい

かにコンパクトにまとめるかと

いうことが重要なポイント。種

清さんはウニカ メッセンジャ

ーバッグ７型を愛用し、荷物を

運ぶストレスを軽減しています。

「バッグの底部分に三脚がすっ

ぽりとおさまるので、電車やバ

スでの移動も負担になりません。

上部のジッパーからカメラやレ

ンズを出し入れできるので、使

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、シャッタースピード、ISO感度、露出補正、撮影地、その他

い勝手も抜群です」

海外旅行はもちろん、国内の

旅や街歩きにも威力を発揮する、

マンフロットのＢｅ ｆｒｅｅ で

フットワークを軽くして撮影に

15

格納時わずか40cm！

官製はがきに①氏名②住所③年齢④電話番号⑤PCC会員番号
⑥今回の『フォトライフ四季』でおもしろかったページ⑦『フ
ォトライフ四季』
、PCCでやってほしいこと⑧主に使用している
カメラ(デジタル一眼レフ、ミラーレスなど)⑨主に使用している
三脚を記入の上ご応募ください。PCCへの入会は→P46

でかけませんか。

種清 豊（たねきよ・ゆたか）
1982年大阪生まれ。京都産業大学外国語学部ドイツ語
学科卒業後、写真家・竹内敏信氏のもとで約3年間の
アシスタントを経てフリーランスに。写真教室での指
導やカメラ専門誌などで関連記事を掲載。キヤノン
EOS学園講師、
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部講師。

ここがいい！①

マンフロット Befree とカメラバッグ
PCC 会員限定 １名様にプレゼント！

応募先

種清 豊さんが語る、
マンフロット 旅行用三脚Ｂ
ｅｆｒｅｅの魅力

外国の街を歩いて、スナップフォトを撮る

種清 豊さん愛用の

“作品撮り”とは別に、種清さんが必ず海外
取 材に持って行くというクラシックカメ
ラ。最近特に気に入っているのは、戦前に
製造されたドイツ製の
「プラウベル マキナ」
（上）です。趣味のクラシックカメラを持っ
て街を歩くと、仕事モードから抜けられて、
気持ちがリフレッシュするといいます。

ことが多い、種清 豊さん。マンフロット

それなら三脚を使って長時間露光。種清さ
んが使っている三脚はこのページでチェック

お気に入りのクラシックカメラ

外国の街を訪れると、種清さんはまず現地
で売られている地図を買い求めます。それ
も一種類だけではなく何種類も！ 古い地
図と現在の地図を照らし合わせて街を歩く
と、時代による街並みの変化が見て取れて、
意外な発見があるそうです。また、地図へ
の書き込みは、後で自分がどこをどのよう
に歩いたかを確認するのにも便利だとか。

初の旅行用三脚Ｂｅ ｆｒｅｅ について語っ

こんな写真撮りたく
ありませんか？

10

ていただきました。

旧東ベルリンにて。左右対称に造られた構造物と遠方のベルリンテレビ塔を背景に、ロータリーを
まわる車のテールランプが軌跡として残るよう三脚を使って撮影しました
キヤノンEOS5DMark II、EF28-70mm f/2.8L USM、2秒 、ISO100、－0.7EV、ドイツ、三脚使用

V
o
l

写真家・種清 豊さん

種清さんが大学生のときから愛用している
マンフロットの卓上ミニ三脚。使い方はち
ょっと変わっていて、三脚の脚部を胸にあ
ててカメラを安定させ、手ブレを防ぐため
に用いています。美術館や博物館など、三
脚を堂々と使えない場面で威力を発揮する
ので、旅行中はいつも持ち歩いているそう
です。

.

愛用の卓上ミニ三脚

底部に三脚が収納できるカメラバッグ。上
部のジッパーからカメラやレンズを出し入
れできるので、使いやすさにもこだわって
います。

街歩きにも最適。軽くて
しっかりした旅行用三脚

ウニカ メッセンジャーバッグ７型

カメラのキタムラ「お客さまなんでも相談室」でも三脚の選び方について答えてもらいました。詳しくは→P16

14

思い出マイスターが写真整理の悩みを解決！

撮りためた子どもの
写真を簡単にまとめる

2.

スマホからでも
つくれるのね

カメラのキタムラには、各店に思い出の残し方につ
いて要望別でアドバイスをくれる〝思い出マイスタ
ー〞がいます。今回は、
〝思い出マイスター〞本田さ
んに、撮りすぎてしまった写真を簡単に整理ができ
る方法を教えてもらいました。

を受けることがよくあります。

特に若いお母さんから同じ相談

ようになりました。最近では、

誰でも簡単に写真撮影ができる

スマホなどの普及によって、

からの相談なんですが……

理したいという、若いお母さん

たくさんある写真をすっきり整

スク、メモリーカードなどの写

て選びます。ＣＤやハードディ

ルバムに入れたい期間を設定し

し、撮影した写真のなかからア

ロードができたらソフトを起動

ンロードしてください。ダウン

クセスして、専用ソフトをダウ

キタムラ」のホームページにア

そ の 検 索 結 果 か ら 、「 カ メ ラ の

ン上で注文してから約１週間後

ウトの変更もできます。パソコ

入れ替えもできるので、レイア

もちろん、後から写真の変更や

よ。その時間わずか５分ほど。

ジのレイアウトをしてくれます

く配置するなど、ソフトがペー

うまく撮れている画像を大き

ばいいんですか？

そ ん な 人 に 私 は「 イ ヤ ー ア ル バ
真のデータが入っている場所を
るんですね。

ルバム」と検索してください。

ム」をおすすめしています。イ
選んだら、アルバムのページ数
「このソフトを知って、一気に

今回は撮りためた子どもの

ヤーアルバムは、作業時間がか
を選択。ページ数によって値段
写真整理の悩みが解決され、す

―

かる写真のセレクトをソフトが
が変わってきますので、写真の
ごく楽になりました」という声

本当に、誰でも簡単にでき

た。イヤーアルバムは、子育て

―

には仕上がります。

自動的にやってくれるという優
枚数やご予算に合わせて、ペー
なるほど。しかし、こんな

れものです。

―

をよくいただくようになりまし

ソフトが勝手に写真を選ぶ

はい、できるんです。しかも
ピント・明るさ・構図などの撮

はい。ここまで設定すると、

機会に撮りためた写真をアルバ

データでもつくれるので、この

すすめです。スマートフォンの

に忙しい若いお母さんにぜひお

いい写真を選択してくれる機能
影条件や表情や視線の方向など

ムにまとめて、家族で楽しみま

簡単な作業でいいんですね。

までついているんですよ。
をソフトが大量の画像のなかか

せんか。また困ったことがあり

たら、そのソフトは入手できる

えっ、驚きですね。どうし
ら解析して、いい写真を自動的

ましたら、私たち思い出マイス

―
に選んでくれます。

か？

って、そんなことできるんです

―
ジ数を決めましょう。

（カメラのキタムラ日本橋店）

4
9

のですか？

なにかお困りごとが
あれば、気軽に声を
かけてくださいね

ターを頼ってくださいね。

6.

レイアウトなどはどうすれ

5.

「家族でゴールイン」 高橋行雄さん
たくさん撮った写真もイヤーアルバムで簡単に整理できます

思い出マイスター
本田直人さん
16ページから48ページのなかか
らページ数を選んで「このページ
数で作る」をクリックします。
それぞれの内容の確認ができた
ら、
「利用規約に同意する」にチ
ェックをして、
「この内容で注文
する」を押して完了です。
「このバッジは、思い出マイスターだけが
つけられるバッジなんです。私たち思い出
マイスターは、店頭で思い出の残し方など
をアドバイスをする相談役です」

写真の保存場所を選択してくださ
い。

3

―

お困りですか？

ま ず パ ソ コ ン で 、「 イ ヤ ー ア

7
そこに……
思い出マイスタ
ー登場！

8

2

使用する写真の期間を設定して、
「次へ」をクリックします。
各ページの一覧画面が表示され、
全体のレイアウトを確認します。

4.

思い出を
残す
新方法

1.

18
家の押し入れにしまったままのアルバムはありませんか。「アルバムそのままDVD/フォトブック」は、そんなアルバムをデータ化できます。詳しくは→P20
PCC会員なら、カメラのキタムラ店頭受け取りのときに会員証提示でイヤーアルバムも10％引きになります

19

?
?

イヤーアルバム
のつくり方
アルバムをつくる

1
3.

思い出シリーズ 6

思い出のコンシェルジュ・
思い出マイスターと

「イヤーアルバム直行便」を立ち
上げ、
「新しいアルバムを追加す
る」をクリックします。
レイアウトが完了するとプレビュ
ーイメージが表示され、「次へ」
をクリックすると、編集画面にな
ります。

6

注文冊数を選び、続いて配送・支
払い方法を選択します。
……は！その左に輝く
バッジはなんですか？
「このレイアウ
ト変更タブをク
リックすれば、
変更できます」
「こんなに簡単に
できるのね。あり
がとうございます」

?
「このページの
レイアウトを変
更したいのだけ
ど、どうしたら
いいのかしら」

5

データを読み込み、写真を自動で
レイアウトします。
「新発売の画像
選びとレイアウ
トがお任せでき
るアルバム？私
もつくってみよ
うかしら」

写真整理を簡単に
してくれる達人

思い出の
残し方
２通り

アルバムにおさめた写真は、長い間放っておくと
時間の経過とともにどうしても色があせていきま
す。二度と戻ることのない大切な思い出を鮮明な
ままにしておきたい。そんな思いを持つ方に、今
回はとっておきの保存方法をお教えします。

この時代だからこそ
思い出が身近になる

うなります。

出がさらに身近に感じられるよ

今の時代だからこそできる、昔の写真を守る方法

思い出を鮮明なままに
残せる、見返せる
最 近、家 族の写 真アルバムを
見返す機会がありましたか。多
くのご家 庭では、アルバムを 棚

開いたアルバムのなかの写真が、

昔の写 真。しかし、久しぶりに

思い出 がたくさんつまっている

も少ないと聞きます。懐かしい

何かの機 会がないと見 返すこと

を 鮮 明に思い起こして、あなた

続ける風景など、当時の思い出

所として今も自分のなかにあり

かしい友 人たち、思い出 深い場

旅 行の思い出、仲のよかった懐

ォト ブック 」は、家 族で行った

「アルバムそのままＤＶＤ／フ

劣 化して色あせていたら、なん
をきっと感 動させてくれるはず

や押し入れなどにしまいこんで、

だか思い出までも不 鮮 明になっ
また、今 までアルバムでしか

です。
見ることができなかった思い出

たような気がします。
そこで今回ご紹 介するのが、
の写 真 を、家 族 といっしょにテ
レビやスマートフォンで見れば、

トブック」です。
「アルバムその
ままＤＶＤ／フォトブック」は、
昔の話で盛り上がること間 違い

「アルバムそのままＤＶＤ／フォ

アルバムをページごとにそのま

この機会に棚や押し入れにし

なし。今のデジタル時 代だから

Ｄに残すことができます。デー
まいこんでいたアルバムをデータ

まデータ化して、テレビで見ら

タ 化 することでパソコンはもち
化して、家 族や友 人で集まって

こそできることです。

ろん、スマートフォンで見ること
みてはいかがでしょうか。

れるブルーレイ ディスクやＤＶ

もできるので、今 までより 思い

七五三が間近に迫ってきました。子どもの晴れ着姿の記念撮影は早めにす
ることがおすすめ。PCCでは早めに撮影するとうれしい特典がいっぱい
のスタジオをご紹介します。

もうすぐ七五三ですね。毎年、
も回避できたりするものです。

当日になって起こるハプニング

前もって着物慣れすることで、

り当日の予行練習にもなります。

ば、子どもも着物慣れし、お参

することができます。

の着物をお得な料金でレンタル

料になります。いろんな色や柄

五三お参り用着物レンタルが無

の記念撮影をすると、平日の七

しています。この期間、七五三

晴れ着姿。後悔することがない

オマリオでは、予約して早めに

ＰＣＣ特別賛助企業のスタジ

スタジオマリオでは、購入し

3. １枚ずつデータ化

アルバム内の写真を

フォトブックは

アルバムをそのままデータ化
フォトブックに残す

余裕を持って早めに撮る

七五三の記念写真撮影
のコツは先手必勝！

月 日前後は、どこのスタジ
当日はお祝いごとだけに気を配

日まで実施

オも七五三をお祝いする記念撮
れるよう、事前に撮影をすませ

ペーン」を、 月

影のピークとなり、慌ただしい

先だって撮影をすませておけ

スケジュールでの撮影になりが
ませんか。

撮影を早めにすませ
お参りは余裕を持って

ちです。一生に一度の子どもの
ように、家族の予定に合わせて、

撮影する方にはうれしい「七五

たすべての写真とインデックス

年賀状にスタジオで
撮った写真が使える

事前に余裕を持って一足早く撮

三お参り用着物レンタルキャン

影するのがおすすめです。

がついたＣＤ「マリオフォトＣ
Ｄ」を、その場で買うことがで
きます。気に入った七五三撮影
のカットを使って年賀状をつく
れば、家族や親戚はもちろん、
親しい友人にも喜ばれること間
違いなし。
ぜひ、この機会に子どもの晴
れ姿をスタジオで撮影してみま
せんか。詳しくは、お近くのス
タジオマリオまでお問い合わせ
ください。

スタジオマリオ

http://www.kitamura.jp
http://www.studio-mario.jp

ック」の特徴
「アルバムそのままDVD／フォトブ
スタジオマリオの七五三ここがお得

思い出のつまったアルバムをデータ化できる「ア
ルバムそのままDVD／フォトブック」
昔の写真も色あせることなく残せます
「夢の中でも一緒だにゃ。 」𡈽𡈽𡈽𡈽𡈽𡈽𡈽

アルバムイメージそのままの
フォトブックもセットです
テレビで見られるDVDやブルーレイで家族と昔
の写真をいっしょに見られます
アルバム１ページ１ページをデータ
化してDVDに保存します
年３回発行のスタジオマリオのフリー
マガジン。全国の店舗でもらえます

カメラのキタムラ
専門のスタッフがお電話で全力サポート！
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

30

2. 2 サイズから選べる
最大で 120 ページの
何ポーズ撮っても

平日のお参り用

15

1. アルバムの画像が保存できる
3. 同じ撮影料
何着でも撮影用の

2. お着替えは無料
1. 着物レンタルが１着無料

11

20
思い出のスペシャリスト“思い出マイスター”が、撮ったままの大量にある写真の整理法を伝授します。詳しくは→P18
スタジオマリオではTポイントをつくれて貯められて、使えます。

21

戸田みのりちゃん
4代目マリオガール

「マリオフォトCD」を購入すれば、
七五三写真で年賀状がつくれます
撮影用のお着替えは何回でも
無料です

11

思い出シリーズ 7

※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。

思い出
発見講座

黄、赤、緑

街中すべてが写真の主役

第 回

秋
10

編
被写体大辞典では、街中に、家に、身近なところに隠れ
ている被写体をご紹介します。見慣れたものを見慣れな
いものに。発見した気持ちをそのまま表現して作品にし

も、近づいたり、モノクロモードで撮影したり

写体を探す力が身につきます。普段見慣れた木

質感
—
モノクロは色がないため、光に注目しながら被

てみませんか。

木
【き】
すると、新たな発見が生まれるかもしれません。

首長竜
—
裏磐梯・中津川渓谷に下っていく途中にある、白樺の木

います。

とした様子が表現されて

に撮ることで、ほのぼの

ハイキーにし、少し斜め

しています。露出をやや

向けて休憩する姿を撮影

ネコが線路わきで背中を

レールの上を歩いてきた

若桜鉄道の若桜駅構内で、

するねこ】

【きゅうけい

休憩
するネコ

で曲がっている姿がまるで首長竜のようです。
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ておくと、普段撮影で
を ミリの広角レンズで撮影しています。雪の重みなど

通常の横浜赤レンガで
す。

ッキング。

日が十字架のようにド

横浜ベイブリッジと朝

︱十字架

【たいようこらぼ】

太陽コラボ

ます。

撮っても作品になり

な形の影をみつけて

た葉を撮影。きれい

続く通路に落ちてい

家の門から玄関へと

【げんかんのは】

きない変わったものが

玄関の葉

青木輝男さん

撮影できますね。左は

ントをよくチェックし

ングの様子です。イベ

たプロジェクトマッピ

上は倉庫に映し出され

【しちへんげ】

七変化

被写体大辞典

【き、あか、みどり】
身近な公園の紅葉も 、 色
と光に注目して撮っ て み
ましょう。露出補正 を マ
イナスにすると影が 強 調
され、色が浮き立ち 、 ス

【しーそー】
︱サンドウィッチ
日の位置を予測し、ど
のような写真になるか
予 想 を 立 て て 撮 る と、
いつもの場所で一味変
わった写真が撮れます。
これは横浜ベイブリッ
ジの柱の間に朝日が挟
まれている瞬間です。

︱ダイヤモンド
ランドマークタワー
ように横浜ランドマー

内山政治さん
堀本 健さん

テンドグラスのよう な 印
象になります。

シーソー

をねらって撮影しました。タイミングを見計らって撮るのがポイントです。

橋を渡る人と岩のシルエットがシーソーに見えたので、ちょうどよいバランス

工藤康雄さん

22
のだまゆが撮影
名前の記載がない写真は、PCC事務局
PCCフォトインストラクターの工藤康雄さんが教える「もっと写真をたのしむ浅草撮影講座」
。詳しくは→P32
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「ダイヤモンド富士」の

ます。

被写体大辞典では会員の皆
さんの作品を募集していま
す。次のテーマは冬。詳し
くは→P48

工藤康雄さん

クタワーを撮影してい

皆さんのとっておきの
被写体を応募しませんか？

工藤康雄さん
工藤康雄さん
工藤康雄さん

思い出シリーズ 8

365日フォトコンテスト
2012秋冬

見る人が感動し、行ってみたい、撮ってみたいと思える
せきりょう

「初日の出

うみ べ

ねが

かな

アキ

イロド

海辺の願い 叶えたい」
「秋の彩り」

名倉勝雪さん（静岡県磐田市）
撮影地：静岡県
キヤノンEOS 5D MarkⅢ、ＥＦ24-105㎜Ｆ4Ｌ IS USM、
F16、1/45秒

逓駅隆英さん（青森県上北郡）
撮影地：青森県
ニコンD600、AF VR24-120㎜、F11、1/50秒、C-PL

ははつよ

「母強し」
北東幸男さん
（滋賀県東近江市）
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「散歩するファミリー」

「三世代肩もみ」
赤岩克夫さん
（埼玉県狭山市）

田内喜美子さん （高知県高知市）
撮影地 ： 高知県 キヤノンEOS 5D MarkⅡ、EF ︲105㎜
F4L USM、F7・1

「稚児の作試し」
門脇史明さん
（宮城県大崎市）

準特選

人部門
特選

審査員：三好和義氏
1958年、徳島県生まれ。27歳のとき「RAKUEN」で、
当時最年少で木村伊兵衛写真賞を受賞。NYジョー
ジ・イーストマンハウス国際写真博物館に作品が永
久保存されている。2004年藤本四八写真文化賞を
受賞。
見事な紅葉や山奥の風景、また生活に密着した風景
など、作品ごとに色とりどりのバリエーションがあ
って見応えがありました。見る人が感動でき、そし
て誰もが行ってみたい、撮ってみたいと思えるよう
な作品を選びました。特に作者の手応えがダイレク
トに伝わってくる作品が上位に残りました。

撮ったときの感動を伝え、
写真を楽しむ

「歓喜」

小野正宏さん （群馬県沼田市）
撮影地：群馬県 キヤノンEOS-1NRS、
EF70-200㎜、1/1000秒、スペリアヴィーナス800

プリントするまで神経を使って作品を大事にする

審査員：田沼武能氏
1958年、徳島県生まれ。写真家、
（社）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
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部顧問

自由部門
特選

アミ モノ

「編物教室の先生」 「風立ちぬ」
桑原達夫さん
吉野宏映さん
（埼玉県加須市） （滋賀県彦根市）

準特選

キョウ
シツ

センセイ

「アヒルも飛べるんです！」
前川逸郎さん
（大阪府岸和田市）

39

作者の手応えが
ダイレクトに伝わる作品たち

写真は写ることがあたりまえの時代になり、
「何を撮
るか！どう表現するか！」が重要課題となっています。
写真を撮るには、被写体との出会いがあり、
「かわい
い」
「楽しい」
「おもしろい」
「美しい」など撮影者の
撮ったときの感動が審査員に伝わるか否かで順位が
決まります。もうひとつ写真を楽しむことも大切で
す。

まるで旅をしている
ような審査
審査員：吉村和敏氏
1967年、長野県松本市生まれ。
１年間のカナダ暮らしをきっかけに写真家としてデビ
ューする。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。

「仲よし」

唐渡 進さん（香川県高松市） 撮影地：香川県
キヤノンEOS 7D、10-22㎜、F９、１/125秒

全国各地で写真展に行ったり、写真教室に通ったりしませんか。詳しくは→P30

「冬色の中の紅一点」

堀川恭司さん（福井県福井市） 撮影地：福井県
ニコン D800E、24-70㎜ F2.8、F22、1/15秒、三脚使用

「写真をただ撮るだけではおもしろくない、ではそ
こからどうするか」を非常に勉強されていて、その
成果があらわれています。それに加えて、年々プリ
ントの質がよくなっており、皆さんフィニッシュま
で神経を使って、作品を大事にしているということ
がよくわかりました。審査中はまるで旅をしている
ようでした。

／15～11
／15

11
／15～ 3／15

365日フォトコンテスト 2012 秋冬

被写体と出会い
何を撮り、
どう表現するか

365日、日々のワンシーンを切り取って応募するフォトコンテスト。
29,613点もの応募のなかから選ばれた上位作品は、
写真の楽しさやこれまでの撮影の成果が伝わってくるものばかりでした。

ただ撮るだけでなく、そこからどうするか

かわいい、楽しい、おもしろいを伝える

7

ギャラリー

「自然の造形美」
林 晶弘さん
（徳島県小松島市）

で

／15～ 7／15

シャッターチャンスも応 募のチャンスも365
日!! 365日を通して、応募総数約10万点とな
る全国最大規模の写真コンテストです。全国
のカメラのキタムラ店舗で受付しています。
[応募期間]
2013年11月15日(金)から
2014年3月15日(土) まで
[応募方法]
カメラのキタムラ店頭で受付いたします
[募集コース]
腕自慢コース、腕だめしコース、
スマホコース
[問合せ先]
カメラのキタムラ お客さまなんでも相談室
TEL.050-3116-8888

「華麗なる夕日」
石山恵三さん
（兵庫県神戸市）

ギャラリー

はつ ひ

3

365日フォトコンテスト 2013 秋冬
作品募集

誌上

特選

「寂寥」
大西義人さん
（岐阜県岐阜市）

誌上

準特選

風景部門

腕自慢コース
風景部門
グランプリ

「残照の舞」

筒井 章さん（静岡県伊東市）
撮影地：静岡県
ニコンD800E、24-70㎜ ｆ2.8、F8、
1/320秒、PL、三脚使用

人部門
グランプリ

「最高のお手前でした。」

加村政之さん（徳島県阿波市）
撮影地：徳島県
キヤノンEOS 7D、8-15㎜、F4、
1/640秒

自由部門
グランプリ

「秋空に飛ぶ」

紙谷聡志さん（福岡県福岡市）
撮影地：福岡県
キヤノンEOS Kiss X4、EF40㎜、F16、1
／160秒、ND8

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、その他
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365日フォトコンテスト
2012秋冬

大きくきれいにプリントして本来の魅力を引き出す

「見つめないで」
森本 修さん
（ 愛 知 県 春日井 市 ）
撮影地：愛知県
ニコンD300、マクロ
103㎜、F4.5、1/250
秒、PL、三脚使用

「私のテト
で～す」
小林輝夫さん
（新潟県阿賀野市）
撮影地：新潟県
ニ コ ン、 Ｆ6、AF-S
70-200㎜f/2.8GED
ＶＲ、F5.6、UV

臨場感ある旅を伝えて
思い出を共有する

自分ならではの味を見つけて
作品にオリジナリティをもたせる

大きくきれいにプリントして
本来の魅力を引き出す

審査員：清水哲朗氏
神奈川県横浜市生まれ。1998年フリーランスとして
独立。作品発表のほか、雑誌の執筆、取材、写真教室
の講師、フォトコンテスト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等
幅広く撮影、テーマは「Life on Earth」
。

審査員：増田勝正氏
1945年東京都出身。犬、猫、ペット部門の動物カメ
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、行動等に造詣が深い。

作品内容がバラエティーに富んでいて、皆さんの写真が
うまくなったという印象を受けました。どういう旅をして
きたかが伝わるような、思い出を共有できる作品を選
びました。今回上位に入ったなかに、13歳と16歳の作
者がいらっしゃったことで各世代の見方の違いが出て、
臨場感ある旅を伝えてくれたように思います。

オリジナリティのある作品に価値があると思います。真
似から始まってもいずれ自分ならではの味などをみつけ
ましょう。テーマが「自然」でも報道のように「何が写
っているか」の勝負もあるでしょうが、同じモチーフや
似た題材の場合、プリントのクオリティも作品に対する
意気込みを示す評価の基準としています。

いいチャンスをとらえている作品が数多くありまし
た。だからこそ自分の作品に自信を持ち、より大きく
きれいにプリントしていただくことで、他の作品に負
けず、上位に入賞する可能性も高まります。今はお店
プリントも高くはないので、ぜひ利用し作品本来の魅
力を審査できるようにしていただきたいと思います。

グランプリ

グランプリ

「ヘンゼルとグレーテル」平本貴範さん（京都府京都市）

「少しずつ少しずつ」本田江里さん（三重県 三重郡菰野町）
キヤノン IXY30S

バリエーション豊かな被写体と表現方法

自信のある作品は大きなサイズでプリント

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、写真雑誌執筆など、わかりやすい写真指導でも人気。

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。

自由部門ならではの被写体や表現のバリエーションの多さで、楽しく拝見させ
ていただきました。上位にきた作品は、雰囲気があるものが多かったように思
います。細かい絵柄や広角系の絵柄は小さいと損をしてしまうことがあります
ので、絵柄に応じてプリントサイズも選ぶことも大事です。

今回も赤ちゃんのアップが多く寄せられましたが、表情ひとつひとつをよく見て
いくと、何か訴えかけるものがあったり、ドラマがあったり、とても微笑ましい
作品が多かったです。ちょっとした動きや思いがけない場面を逃さず、デジタル
カメラで気軽にシャッターを切ることで、おもしろい瞬間をとらえています。
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特選

特選

「願い」

「起こさないで！」 「わたしが一番！」
芦川智樹
木村明子さん
（ 静岡県 沼津市） （大阪府 藤井寺市）

セツケンチヨウカン

「マイバディ」
ジャクソン ランディさん
（福岡県 大牟田市）

「ふたりでいる時間」「出発早々…」
北川隆司さん
後藤有季さん
（岡山県総社市）
（熊本県八代市）

「雪原 鳥 瞰︲２」 「氷の彩」
「斜光」
渡辺建喜さん
米沢美千代さん
中村 傳さん
（群馬県 安中市） （徳島県 三好市） （大阪府 吹田市）

富田時則さん（高知県四万十市）
撮影地 ： 高知県 キヤノンＥＯＳ ５
ＤⅡ、ＥＦ ︲３００㎜ ＩＳ ＵＳ
Ｍ、Ｆ５・６、１／１００秒
28

準特選

「冬のおり姫と
ひこ星」

久保田莉奈さん（長野県飯田市）
撮影地 ： 長野県 ソニー ＮＥＸ︲５
Ｎ、 ㎜ 、Ｆ４、１／６４０秒

「互いの想い」

ペンタックスK20D、DA12-24㎜、F11、1/180秒

70

準特選

こんな写真が撮りたい！と思ったら、PCCの撮影イベントに参加して撮影テクニックが学びませんか。詳しくは→P31

特選

鈴木雄二さん
（岩手県北上市）
撮影地 ： 岩手県 キヤノンＥＯ
Ｓ ５ Ｄ ＭａｒｋⅢ、ＥＦ ︲２
００㎜、Ｆ４、１／２５０秒

「雄姿」

撮影地：愛知県 ニコンＤ３００、

「激闘」

撮影地：佐賀県 キヤノン ＥＯＳ
40

古賀敏彦さん （福岡県 久留米市）

／２５００秒

「思いよ届け」
鴨志田俊太さん
（静岡県浜松市）

準特選

特選

大橋孝人さん （愛知県 名古屋市）

14

Ｄ、１００︲４００㎜、Ｆ ５・６、１

「雪なんかに
負けないぞ！」

撮影地：秋田県 ペンタックK︲r、DA

佐々木尚輝さん（秋田県由利本荘市）

㎜ F2・4AL、F6・3、1／640秒

35

三脚使用

50

６００㎜、Ｆ５、１／１０００秒、

「みどりさん」

田中富雄さん（長野県松本市）
撮影地 ： 岩手県 パナソニック
LUMIX DMC︲G1、 ︲
㎜、F4・9、１／ 秒

特選

45

こども＆赤ちゃん部門

ギャラリー

ギャラリー

「叫ばずには
いられない」

自由部門

グランプリ

グランプリ

瀬川全澄さん
（大阪府吹田市）
撮影地：兵庫県
EOS 5D MarkⅢ、
EF17-40㎜ F4、F7、
1/1000秒

41

ペット＆動物部門

自然部門

誌上

誌上

旅部門

グランプリ

腕だめしコース

動きや思いがけない場面を逃さずとらえる

「寒げいこ」

「怪獣あらわる！！」

河野 實さん（京都府 亀岡市）
山田真弓さん（神奈川県 横浜市）
撮影地：京都府
撮影地：神奈川県
ペンタックスK-5、タムロン18-250㎜、
F5.6

準特選

「Fantastic Cosmos」
新田明香さん
（大阪府岸和田市）

「あきらめない」
大嶌晃子さん
（愛知県北名古屋市）

「夕日のシャワー」
服部哲治さん
（岐阜県土岐市）

準特選

「僕の顔はどこかな？ 」「お宮参り」
四宮研太郎さん
岡 佑樹さん
（奈良県 大和郡山市）
（三重県 伊勢市）

「足、長～い!!」
萩原久美さん
（愛知県 豊明市）

プリントのサイズ、迷ったら大きなサイズで。腕だめしコースならA4(210×297mm)がおすすめ

40

スマホコース

スマホならではの発見感のあるもの、雰囲気を大事にしたものなどに注目

誌上

特選

ギャラリー

「焼き芋」
寺沢美帆さん（東京都町田市）

「はじめての散髪」

グランプリ

「会いたかった、ありがとう」下元愛美さん（高知県高知市）

海老澤康子さん
（茨城県つくばみらい市）

グランプリに入賞した作品は、タイトル通りの気持ちが伝わり、しかも被写体で
あるお母さんが自分撮りしています。これはスマホでなくては撮れない作品とい
うことで、迷うことなくグランプリに選びました。

準特選

自信のある作品は大きなサイズでプリント
審査員：奈良 巧氏
1958年秋田県生まれ。元小学館勤務。退社のち、現在は雑誌記者、カメラマン、
編集者をしている。季刊「フォトコンライフ」に「奈良巧カメラ」連載中。

「たすけてー!!!」
上村真奈美さん
（香川県善通寺市）

「ご親戚ですか??」
石川牧子さん
（静岡県富士市）

竹野和生さん（埼玉県桶川市）

」

大川秀康さん（熊本県菊池郡）

!!

（兵庫県姫路市）
谷千代美さん（北海道苫小牧市）

さん（茨城県ひたちなか市）

「子供時代」

「やったね」 平山敬子さん 「お兄たんに攻撃！」

!!

Y
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入選

「ケガ人無し

村上成美さん
（兵庫県西宮市）

「娘のへその緒が取れた 」

今治和憲さん（茨城県高萩市）

「おいしかった！」

小川寿美子さん（栃木県那須烏山市）

M
e
r
t
t
a
s

「不思議写真」

「道のり（Ａ）」
尾関史晃さん
（愛知県名古屋市）

（島根県江津市）

「ポンデ拓海」 門脇みゆきさん

「ノートルダム・ド・パリ」
角田理佳さん（高知県南国市）
「バッチャン」

「走」 神谷功一さん 「冬の電車待ち」
土田新一さん
（埼玉県三郷市）
（埼玉県三郷市）

「ｉｎ ・しゃぼん玉」
岩本英里奈さん
（千葉県千葉市）

「寒い朝」紙谷敏夫さん
（滋賀県甲賀市）

宮本美紀さん（福岡県飯塚市）

「夕暮れ」
宮原和仁さん
（東京都多摩市）

「私の場所！」
有賀祐美さん
（愛知県愛西市）

「空色の道をゆく」

「コンニチハ！」
大空 等さん
（大阪府大阪市）

「季節は止まらない」
柴田朗子さん
（千葉県船橋市）

「ぷぅ〜」 牧内正太さん
（東京都練馬区）

大藪晃一さん（岐阜県恵那市）

「2人の未来」
江川拓耶さん
（新潟県新潟市）
「童」長島麻子さん
（埼玉県桶川市）

澤田愛子さん（岡山県岡山市）

「雪やコンコン！」

「はいったぁ！」
渡邊光二さん
（静岡県浜松市）

「コーヒーと空」

「勝だるま」 高塚孝一さん
（大阪府吹田市）

「タマゴサンド・
モンスター」
白岩五月さん
（東京都練馬区）

「山からの夕日」
浅井猛司さん
（福岡県粕屋郡）

「２人は百歳差」
宮原芙美さん
（熊本県荒尾市）
「100日お祝い」
中山真利衣さん
（愛知県名古屋市）

初めてスマホ部門の審査をするあたり、発見感のあるもの・心の琴線に触れる
何かを表すもの・雰囲気を大事にしたものと普通のコンテストとは違う３つの
視点に注意しながら選びました。おもしろい作品がありすぎて、とても充実し
た審査になりました。

スマホで撮った写真も年賀状にできます。年賀状のアイデアの詳細は→P28
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ギャラリー

Thanks for Coming

自然豊かな被写体。命の彩り。

テーマカラーは「ピンク」

思い思いのジャンルにチャレンジ

バラエティーに富んだジャンル

今回で７回目の写真展

読売新聞写真部員たちの独自の視点で

花も一期一会

第４回 EP会写真展
2013年5月30日（木）～6月5日（水）
EP（Enjoy Photo）会は、EOS学園川合教室卒業生が主
体となって結成した回です。4回目になる今回の写真展の
テーマは”Pretty”。各メンバー、”Pretty”な表現を楽しみ
ました。

第３回 新高根写真クラブ写真展
2013年5月23日（木）～5月29日（水）
撮影のジャンルは主に風景ですが、会員は思い思いのジ
ャンルにチャレンジしています。昨年から、JPA会員の日
野安喜先生をお迎えして、作品づくりに力を入れていま
す。

第18回 幸友フォトクラブ写真展
2013年5月16日（木）～5月22日（水）
同じ職場のOB・OGが写真を楽しんでいるフォトクラブ
です。ジャンルも風景、スナップ、花、動物などバラエ
ティーに富んでいます。今回も会員一同はりきって、作
品づくりに取り組みました。

第７回CAMARADE写真展
2013年5月9日（木）〜5月15日（水）
NHK文化センター青山教室の仲間で、クラス展を始めて
今回で７回目の写真展になりました。新しく入った人も、
卒業した人も、それぞれお気に入りの作品を出展しまし
た。

読売新聞写真部写真展「LENS 被災地発」
2013年4月25日（木）〜5月8日（水）
東日本大震災の被災地を取材する読売新聞写真部員たち
で開催。部員たちが独自の視点で切り取った夕刊写真面
連載「LENS 被災地発」の写真を展示しました。

平井久子写真展「ひと花」
2013年4月18日（木）〜4月24日（水）
季節の花々に癒されながら、いろいろな角度から撮影し
ました。花との出会いは一期一会で、同じ姿を見ること
はできません。だからこそ、私は花を撮り続けられまし
た。一度しかない花の姿を見てもらえたなら幸いです。

平均年齢86.4歳のクラブ

幅広いフィールドの作品

テーマは写真を楽しむこと

想いや夢を作品に込めて

カラー写真と違ったイメージで表現

とっておきの美しい花の姿

第27回 四字成句写真展・古稀同人
2013年7月18日（木）～7月24日（水）
元気な大正生まれ100歳を筆頭に、さまざまな人生を
歩んできた平均年齢86.4歳のメンバーの写真展。メ
ンバーの1年間の成果を見ていただきました。

第6回 キヤノンフォトクラブ東京第７ 写真展
2013年7月4日（木）～7月10日（水）
自然写真家・小林義明先生のご指導のもと、それぞれ
が自由なテーマで作品づくりを楽しんでいます。お祭り
や都会のスナップ、風景など幅広いフィールドの作品を
展示しました。

第２回 ふれあいサークル写真展
2013年6月27日（木）～7月3日（水）
メンバー共通のテーマは「写真を楽しむ」ことです。
1年間撮りためた作品や日頃から撮影している作品な
どを展示しました。現在の成果を発表する場として今
回の写真展に挑みました。

森 祐二写真教室 第４回 作品展 「夢風景・逍遥に」
2013年6月20日（木）〜6月26日（水）
タイトル「夢風景・逍遥に」には、教室の皆さんの写真
に描く想いや、夢をのせました。近場も遠出も場所は違
っても、写真の魅力は被写体の発見につきます。
「想い」
や「感動」
、
「夢」を作品に込めて展示しました。

白井希明写真展
2013年6月13日（木）〜6月19日（水）
過去にカラー写真で何度か発表をしてきましたが、今回
は、白黒フィルムで撮った写真を展示しました。カラー
写真と違ったイメージで表現できればと思い、発表しま
した。

わたなべもも写真展〜ひとひらのものがたり〜
2013年6月6日（木）〜6月12日（水）
花かごのかわりにカメラをかかえ、森のかわりに公園へ
でかける。レンズを通してだけ見せてくれる、とっておき
の美しい花の姿。つんだ花たちでかごがいっぱいになる
ように、花でいっぱいの写真展になりました。

撮った写真をアルバムにまとめませんか。イヤーアルバムなら大量に撮った写真もらくらく整理。詳しくは→P18

おでかけ

フォトギャラリーキタムラ東京で楽しいひとときを

作 品をみながら、
「ここにも行っ
た」と思いを巡らせてみる

3

葉も色づき、カメラを持って外に出かけるのが楽しい季節。フォトギャラリーキ

中川節子 写真展

タムラ東京・新宿では、今後開催される予定の注目の 展をピックアップ。

写真展

25

「パリに魅せられて」

日（木）～９月 日
（水）

19

今後の予定

小森 眞

「自然の光景と」

18

2013年９月

とって第二の故郷ともいえます。セー

2013年９月 日（木）～９月 日（水）

キヤノンで桜井 始先 生に師 事し、ま

ヌ河、丘の上にそびえるサクレクール、

年間生活していたパリは、私に

ず光の大切さなど写真の基本的なこ

裏通り、世界に誇るルーブル美術館

自然の風景が主題の写真展です。

とをずっと教わってきました。今回の

中央環状線

など、ごく一部ですが私にとってのパ

至池田
新宿御苑

10

12

北大阪急行

●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

写真展では光を感じてもらえるよう

★

P
●はるやま

至大阪市
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野畑小学校●

1号線
国道17

リをみていただけたら、と思います。

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
のグループに、展示した写真や
記念写真をまとめたフォトブッ
クを1冊プレゼントしています。

大阪府豊中市西緑丘3-10-7
カメラのキタムラ豊中・豊中店2F
☎06-6855-6645
10:00-20:00
※写真展最終日は15:00まで
定休日／年中無休（年末年始は除く）

千里中央駅

●１出口

★

フォトギャラリーキタムラ
大阪・豊中

新御堂筋

至新宿

●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
●花屋

至箕面 ロマンチック街道

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿
東京都新宿区新宿1-2-6 御苑花忠ビル１F
☎03-3341-7577 http://kitamura.jp/photogallery/
10:00-18:00（土曜日11:00-17:00）
※写真展最終日は15:00まで 定休日／日・祝祭日

「次回パリの訪問のときに、この道を

○10月17日（木）～10月23日（水） ○12月5日（木）～12月11日（水）
第13回電業写真部写真展
第13回キヤノンフォ
トクラブ東京第６支部 写真展

歩いてみよう」と思いを巡らせていた

だけると確信します。

○10月10日（木）～10月16日（水） ○11月28日（木）～12月4日（水）
第13回フォトグループFINE写真展
第13回 はなの会

「ここ知っている」
、
「ここにも行った」
、

16

な作品をそろえました。至らぬ作品

月 日（水）

10

もあるかと思いますが、楽しんでいた

だければと思います。

回フォトグループ

10

第

10

写真展

2013年 月 日（木）〜

富士フォトギャラリー日比

○11月21日（木）～11月27日（水）
第２回東京デジタルフォトクラブ写真展

谷から始まったグループの写

○ 10月3日（木）～10月9日（水）
第１
１回風林花山写真展

13

回目になり

○11月14日（木）～11月20日（水）
第20回フォト燦写真展

真 展も今 年で

○ 9月26日（木）～10月2日（水）
第１８回キヤノンフォトクラブ東京第３ 写真展

ました。その間に体 調 を 崩

○ 9月19日（木）～9月25日（水）
○11月7日（木）～11月13日（水）
中川節子写真展「パリに魅せられて」 第14回レディース写真

すなどで、撮影から離れるメ

○ 10月31日（木）～11月6日（水）
第22回田村 正次写真展

ンバーもあり、人数が減りま

○ 9月12日（木）～9月18日（水）
小森 眞写真展「自然の光景と」

したが、今回は同好の士の賛

○10月24日（木）～10月30日（水）
第21回女性のための写真教室写真展

助出品もあり、各々の想いや

ギャラリー

○ 9月5日（木）～9月11日（水）
第10回 フォトクラブ２１０写真展

感 動を自 由に表 現した楽し

今後の予定

い作品を展示します。ぜひお

立ち寄りください。

おでかけ

フォトギャラリーキタムラ 東京・新宿の
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写真展をみて、撮りたくなったら撮影イベントに参加しませんか。詳しくは→P31
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