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支部活動報告  

２０２３年の支部活動スタート 

 

 支部長となって２期目となる。社会活動も新型コロナと

共存で進められることとなり、撮影活動の自由度も増し

てきた。 

 本年、東京支部としては、会員数を増やすことが最大

の課題である。会員の皆さんの友人・知人への声掛け

を宜しくお願いします。 

１．東京支部２０２３年定期総会報告 

久しぶりに会場での定期総会が実施できた。 

●開催日時：２０２２年１月１４日（土）１３:００～１４：００  

・会員総数２６名、出席者１５名、委任状による出席者 

１１名で、会員総数の 1/3以上の成立条件を満たし、定

期総会は有効に成立した。 

・定期総会では、第 1 号議案：２０２２年事業報告、第２

号議案：２０２２年収支実績並びに監査報告、第３号議

案：時期支部役員、第４号議案：２０２３年事業計画、第

５号議案：収支予算案の５議案がすべて満場一致で承

認された。 

２．新春講演会 喜多規子氏１４:２０～１７:００ 

風景写真の上達をめざして～コンテストへの挑戦～ 

支部会員の撮影技術の向上のためにコンテストへの挑

戦を勧めている。過去にコンテストで総合グランプリと

か年度賞 1位を取られた喜多規子氏に表記の講演をお

願いした。コンテストの一般的準備、撮影地での作品作

り、作品の選び方、ご自身の入選作品の紹介など大変

興味深い講演であった。 

概要： 

●コンテストの魅力は写真上達の早道、モチベーション

ｕｐ 

●応募のための写真セレクトのコツ 

① 伝わる写真（被写体の魅力、バランスの 

良い構図、露出、狙い、ストーリー性) 

② 綺麗なプリント 

③ 応募作品のバリエーションを持たせる 

（季節、色、レンズ、被写体） 

④ 応募のタイミング（今の季節のみならず、 

次の季節なども） 

⑤ 審査員の傾向と対策は特に撮影の時は考え

ない。 

⑥ 自信のある作品は落ちても繰り返し応募 

●応募作品数 応募規定にもよるが、１５点～ ２０点 

（変化をつけて） 

●入賞作品を作り上げる 

 入賞５作品を例に、撮影のタイミング（場合によっては

夕方から朝まで、雨の翌日の霧をねらう）、立ち位置

の移動、作品の絞り方など丁寧に解説 

●入賞作品１５点についてそれぞれの撮影状況の解説   

など 

●会員よりいただいた感想より 

比較的若い講師で最近プロになった方だからか、講演

内容が上から目線ではなかったのが良かった。講演内

容は非常に新鮮味があり、有益だった。 

体力もさることながら、気象条件（日の出、日の入り、天

気模様、潮見表、月の満ち欠け等）を事前に調べあげ、

準備も半端ではないのに驚いた。現場に数多く出向き、

同じ撮影場所に自分が納得するまで通い続けるエネル

ギー（タフさ）に感心させられた。最終作品に仕上げるま

での経過を説明していただき、試行錯誤の過程を垣間

見ることができた。---など 

３．２０２２年を振り返って 

 ２０２１年に引き続き、新型コロナ禍のなかでの支部活

動であったが、予定の行事は大体実施できた。 

●定例研究会（例会）はリモートで２回、会場で２回実施

した。リモートに対応できない方について 1 回目は添削

で対応していたが、２回目はスマホで参加されるように

なった。３回目から、類似作品でどれが良いか迷う場合

は１例のみ、３点まで１点として扱う試みを実施した。講

師の山口高志氏は５年間、講評のみならず、作品展作

品選定、撮影会指導など大変お世話になった。 

●特別研究会は、７月に萩原史郎氏、10月には前川彰

一氏に講師をお願いした。いずれも素晴らしい講評、講

演だった。 

●20周年記念作品展は、「日本の風景」と「東京の風景」

との２本立てで１１月４日（金）～１０日（木）富士フォトギ

ャラリー銀座にて開催した。作品展担当の藤野治雄さ

んの尽力及び支部会員の皆様の多大なるご協力で５３

点の作品が展示でき、大変好評であった。   



山口先生の評価も５年間で、今回が一番良かったとの

ことだった。 

●２０周年記念写真集も戸張眞さんの尽力及び多くの

方々のご協力で立派なものができた。 

●JNP本部創立２０周年記念選抜展「四季のいろ」が 

６月３日～９日富士フイルムフォトサロン東京にて開催

された。東京支部より、佐々木節子さん、須加尾浩さん、

鈴木暎夫さん、鈴木雍人さんの４人の作品が選ばれた 

●故高橋清氏個展：１２月２日～８日にかけて、富士フ

イルムフォトサロン東京にて開催され、東京支部会員が

３日を除き当番をした。 

●撮影会は担当の菅澤光裕さんの尽力で、４月に「東

京の自然を求めて」＋「春の日帰り撮影会」として国

営昭和記念公園で、６月に「初夏の撮影会」として志

賀高原方面（２泊３日）、10 月初めに「秋の撮影会」と

して、栂池自然園（２泊３日）開催した。それぞれ楽し

い撮影会であった。  

●東京支部ホームページ：支部ホームページ担当の山

田智一さんが休会、さらに退会されることとなり、泉屋

ゆり子さん、さらには小林征男さんに引継ぎをお願いし、

なんとか継続できるようになった。 

４．２０２３年の支部活動計画 

 本年は、新型コロナ共存下での支部活動ということで、

用心をしながらも新型コロナ禍以前に近い活動ができ

ることを期待している。 

 本年から、定例研究会の講師に萩原史郎氏をお願い

した。萩原流の新たな講評を期待している。定例研究

会日程は、３月１８日、５月２０日、８月１９日、１２月１６

日です。 

なお、支部の収支状況が厳しいということで、今年、特

別研究会は１回にした。（昨年は２回）今後、収支状況

が良くなれば、来年以降は年２回に戻したい。特別研究

会は７月２日です。 

 撮影会だが、４月１日は、関東５支部合同撮影会（指

導撮影会：講師、萩原史郎氏）をおこなう。東京支部が

幹事支部。５月１４日から２泊３日で初夏の撮影会（月

山）を予定している。秋の撮影会は検討中です。 

第２１回作品展は１１月３日～１１月９日に富士フォトギ

ャラリー銀座にて開催される。 

なお、４月ごろに選抜展の募集がある。準備をよろしく

お願いします。 

なお、Photoshopをマスターしたい方もおられるので、要

望を確認しながらリモートで勉強会を開催したい。 

５．新役員紹介 

 役員の一部が変更となりました。 

新役員紹介 

 ・研究会担当役員：伊藤 洋さん 

 ・作品展担当役員：佐藤直芳さん 

 ・広報担当役員： 小林征男さん 

★活動方針・計画の詳細については総会資料第４号議

案をご参照ください。       

 （文責 井上武夫） 

       

 お気に入りの撮影地 

 

「お気に入りの撮影地」についてのご依頼をお引き受

けしたものの頭を捻るばかり。それは、よく行く撮影地

はあっても、お気に入りの撮影地と言えるほどの場所

がないからです。常に何かしらのカメラを持ち歩き、撮

る被写体も、自然風景から、鉄道、白鳥、街角のスナッ

プ、はたまた、料理や飲物まで何でもありです。但し、目

を背けたくなるようなグロテスクなものや美しくないもの

は苦手で、目指す写真も誰でも撮るような（撮れるよう

な）絵はがきにあるような写真であり、今もそれは変わ

りませんが、コロナ禍で自宅周りをウォーキングする中

で、今更ですが足元の名もない野草にも眼がいくように

なりました。 

昨年の終わり頃、自宅から歩いて行ける距離にある

利根川の調整池（普段は、その中を頻繁に車が行き交

う農道が走り田畑として利用されています）に、雨が降

った日の翌早朝出掛けると、田畑には霜が降り、川に

近いためか濃い霧が出ている中を昇る朝陽がとても幻

想的で、今後、頻繁に通って「お気に入りの撮影地」に

出来れば良いなと考えているところです。 

 

さて前置きが長くなりましたが、今回は「よく行く撮影

地」の裏磐梯について書かせていただきます。裏磐梯

は、ご承知の通り、どの写真展にも必ずと言って良いほ

ど展示作品がある超有名撮影地です。中心となる北塩

原村、その南に磐梯山、南東に猪苗代湖や達沢不動

滝に代表される猪苗代町、西に喜多方市、北東に吾妻

連峰など、近隣にたくさんの魅力的な撮影スポットを抱

えています。一つだけですがとても大きな難点を言えば、

交通の便が致命的に悪いことで車がなければどうにも

動きが取れません。だからこそなのでしょうか、北塩原

村には写真家を対象としたたくさんのペンションが存在



していて、私たちも毎回その一つを利用し季節を問わず

ーーと言いながら、虫に好まれる体質の私は夏は遠慮

しております（笑）ーー、コロナ禍を含む６年に２６回訪

れて撮影してきました。 

裏磐梯では、遅い春の桜やニリンソウ、初夏の渓流

とクリンソウ、秋のミソハギと紅葉・黄葉、そして、最近

は指先や足先が凍えるのが早くなり困っていますが、そ

れでも好きな季節は万難を覆い隠す「冬」と言うことにな

ります。ご苦労が多い雪国出身の方には申し訳ないの

ですが、雪国や雪への憧れもあるのでしょう。撮影場所

を幾つか上げておきます。 

（１）檜原湖の湖畔：西側の細野のママキャンプ場付

近からは朝陽が撮れますし、東北端からは湖上の雪原

から顔を覗かせる木杭を撮ることが出来ます。（２）秋元

湖の湖畔：西端の堤防からは湖上に浮かぶ島々や朝

陽も撮ることが出来ます。秋には発電所前から奥へと

入り込むと紅葉やミソハギを楽しむことが出来ます。冬

になると秋元湖から流れ出る長瀬川では綿帽子が撮れ

ます。（３）残り柿・雪柿：北塩原村から西に下った喜多

方市の恋人坂の東、熊倉町雄国付近でたくさん見るこ

とが出来ます。（４）滝：達沢不動滝ーー午後訪れると滝

のしぶきに虹が架かるそうですが未体験です、車上荒

らしが多いそうなので要注意です。その他、男女滝、白

霧の滝・白霧沢、小野川不動滝、幻の滝、坊主ヶ滝など

たくさんの滝があります。（５）氷紋：秋元湖の西北端や

小野川湖の西端で撮ることが出来ます。 

 

 
        黄金の早暁   秋元湖 

 

交通の便が悪いのは前述の通りですが、裏磐梯へのア

クセスは、東北新幹線を郡山で降り、磐越西線の会津

若松行きで小一時間、猪苗代駅で下車し、極端に本数

が少ない磐梯東都バスで小野川湖入口停留所前後の

停留所で下車することになります。そのあとは歩き以外

に手段はありません。車を使わない場合は、写真家を

対象としたペンションを利用されることをお勧めします。

なお、最近、熊の出没が多く観測されておりーー私たち

も一度だけですが、早朝、檜原湖畔の繁みから威嚇さ

れましたーー単独で行動される場合はくれぐれもご注

意願います。 

 

 

       秋の忘れ物   喜多方市熊倉町 

                    （文責 野間清治） 

写友広場 

 PFJ（日本写真家連盟）四季の彩りの入賞作品を紹介

いたします。2/12（日）～2/19（日）上野・東京都美術館

にて開催。 

レオフォト賞   朝靄の中で   戸張伸子  

 印旛沼の朝焼けが撮りたくて、夜明け前に到着。 

朝の冷え込みで一面に靄の出た水面に一艘の舟が浮

かんでいました。やがて陽が昇ってきて日本画のような

美しさに・・・ 

太陽の位置に注意して撮影しました。 

印旛沼には何回か行きましたが、不思議なことに舟が

あったのはその時だけで一期一会の出会いでした。 

                   （文責 戸張伸子） 

  

 



                      

 事務局より   

引き続き、皆様のご揚力を得て支部活動を行っていくの

で宜しくお願い致します。 

本年は、選抜展の作品募集もありますので、準備を宜

しくお願いします。 

 本年の予定 

★定例研究会 

 講師：萩原史郎氏 

・３月１８日（土）・５月２２日（土） 

・８月１９日（土）・１２月１６日（土） 

★特別研究会 

 講師 辰野 清氏に決定 

・７月２日（日） 

 なお、定例及び特別研究会の会場はケンコー・トキナ

ー中野の４Ｂまたは７Fです。 

★撮影会 

・関東５支部合同撮影会、４月１日（土） 

 昭和記念公園 指導：萩原史郎氏 

・初夏の撮影会 ５月１４日（日）～１６日（火）  

月山（志津温泉近辺）  

・秋の撮影会  未定 

★第 21回作品展 

 11月 3日（金）～9日（木） 

 富士フォトギャラリー銀座 

                  （文責 井上武夫） 

 

編集後記 

２０２３年も引き続き「支部だより」を担当することになり

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

コロナも終息せず、寒い毎日が続いていますが皆様お

元気でおすごしでしょうか？ 

年々寒さを感じるようになり冬の撮影がおっくうになって

きていますが、皆様は「初撮り」にはいらっしゃいました

か？我が家は近くの「多摩川の日の出」でした。 

 

先日の新春講和で喜多規子さんのお話を伺いました

が、写真を始めたきっかけは、ペットのワンちゃんをぶ

れずに撮りたかったからだそうです。スマホだとぶれて

しまいうまく撮れなかったからと。その後 Canonの川合

麻紀さんの写真教室に入り花の写真を撮り始め、やが

て風景写真をとるようになり写団薬師に入り、プロにい

たったそうです。 

 

皆様にもさまざまな「写真を始めたきっかけ」があること

と思います。 

私の場合は、主人が「夫婦も年をとると共通話題がなく

なるから、何か１つ共通の趣味をもったほうがいい。 

写真を始めたら。」と言って、いきなり Canonの一眼レフ

カメラ EOS1-Nを買ってきてくれたことでした。 

その頃 主人は中判のフィルムカメラで年に何回か１人

で裏磐梯や新潟の棚田へ撮影に行っていました。 

私はコンパクトカメラ？でスナップを撮るぐらい。 

それから カメラの使い方を教えてもらうこともなく いき

なり撮影地に連れていかれ、平らな石の上に三脚を立

てて 「じゃあこの辺で撮っていてね」なんて言って主人

はどこかに消えてしまいました。シャッターを押してみて

いるうちに新品のカメラは落下！無残にも壊れてしまい

ました。三脚にカメラを取り付けることも知らず、ただた

だ上にのせていただけだったのです。 今思い出すと笑

い話ですが・・・ 

それがきっかけで Canonの写真教室に入り、花や風景

を撮る楽しさを知ることになりました。 

最近夫婦で写真を楽しむ方が増えてきたのは嬉しいこ

とです！ 

 

様々なきっかけで写真を撮り始めた皆様とご縁があっ

て東京支部で一緒に活動をすることになりました。 

今年も健康で楽しく、素晴らしい作品作りをめざしてま

いりましょう。             

    （文責 戸張伸子） 

 

 

 

 

 

  

                      

 

                       

 



 

 

               


