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● 写真で できること 

全日本写真連盟関西本部 事務局長 

森井英二郎  

東日本大震災から１０年を迎えます。余震が続く 

中、岩手県陸前高田市で写真を撮ったことを忘れま

せん。初めて被災地を訪れた時には、しばらくシャ

ッターが押せませんでした。身近な人を失い、着の

身着のままで避難してきた人にカメラを向けること

がどうしてもできませんでした。逃げ出したくなり

ましたが、逃げる場所もない被災者の人たちを見る

と、その場に立ち止まって現状を伝えることしか、

自分が役に立てないと思い、取材を続けました。 

 津波で建物が流され、基礎がむき出しになった場

所に、写真が集められて置かれていました。消防や

ボランティアの方が、周辺に散らばっていた写真や

アルバムをまとめておいてくれたのです。学校の体

育館や避難所にいる人たちが、時々自宅跡を訪れ、

そうした写真の束を見つけます。家族で大事そうに

一枚ずつ泥を落としながら、涙を浮かべて見ている

姿を何度も目にしました。写真に写っているのは、

結婚式や旅行などの特別な写真だけでなく、なんと

もない日常の姿がほとんどでした。 

 昨秋、写真家の浅田政志さんを取り上げた映画「浅

田家」が大ヒットしました。映画の中で、浅田さん

が東日本大震災で被災した岩手県野田村で、写真を

洗浄し、被災者に返却するボランティアに参加した

場面があります。同じ時期に、近くで浅田さんも同

じことを見ていたのだと思うと、とても共感させら

れました。浅田さんがこれまで家族をテーマにして、

写真を撮り続けてきた思いが伝わりました。 

 新型コロナウイルスの影響で、気持ちも落ち込み

がちです。ですが、写真には人を元気づけ、勇気を

与える力があると思っています。つらい時だからこ

そ、写真にできることがあります。みなさん、負け

ずにシャッターを押し続けましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

  

まだまだ新型コロナウイルスは予断が許さ

れない状態ではありますが、大阪府本部では

慎重に検討した結果、従来のような撮影会に

はなりませんが春の撮影会を実行することに

いたしました。 

〇撮影会の日時  2021 年 ４月１８日（日） 

〇撮影会場  万博記念公園 

  （大阪モノレール、万博記念公園駅下車） 

〇受付場所  中央入り口、太陽の塔(正面)

で１１時から｡（モデルなし） 

〇参加資格・参加料 

自由（どなたでも）参加です。参加料も不

要です。ただし、入園券は各自購入。 

「参加証」を受付でお受け取りください。 

●コンテスト● 

応募締め切り：５月１８日（火）必着 

応募規定：当日の作品で 1 人５点以内。 

Ａ４または四つ切りの単写真。組み写真は 

 50×60センチの台紙に４枚以内で。 

応募料：会員 1,000 円 一般 2,000 円 

 ゆうちょ銀行から振込 

応募先：〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18 

 中之島フェスティバルタワー15F 

全日写連大阪府本部「春の撮影会」係 

「参加証」は必ず同封の事。 

詳しくはチラシまたはＨＰをご覧ください。 

※ 新型コロナが流行っています。もし中止の場

合は全日写連大阪府本部ホームページに掲載

しますので、ご確認のうえお出かけください。 
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昨年 12 月に審査会が行われましたので総

評と入賞者の皆さまをお知らせします。 

（総評）関西本部委員 今 村 昭 一  

 ご入賞ご入選の皆さま、おめでとうござい

ます。審査の前、テーマの「ファミリー」の

解釈が難題だろうと考えました。「ファミリー」

イコール「家族」と捉えがちだからです。杞

憂は即座に解消しました。期待したのは即ち、

その概念や領域、象徴性、時代性などです。

モチーフ選びも広範囲かつ適切で、それらの

作品群はストレートな作品、含蓄のある作品、

今日性のある作品など多岐にわたり、興味が

尽きませんでした。とくに上位作品はメッセ

ージに深みがあり、様々に想像力を掻き立て

られます。斬新さや独自性溢れる作品を見出

した時は、興奮を覚えました。新型コロナウ

イルスに繋がるマスク姿の作品も散見され、

作者の今を見つめる眼に称美を贈ります。 

被写体を手掛かりに作者のメッセージと今

日性を表現するのが写真の役割だとあらため

て痛感しました。 

●審査員 今村昭一（審査委員長）、森下和彦 

   今川美佐子、鈴木一彦、山本一朗 

○推 薦 「お参り」中筋照敏（大阪市） 

○特 選 「説 得」原田聖司（大阪市） 

（入賞辞退が出ましたので今回の特選は１点のみ） 

○準特選 「夏の午後」守實直之（豊中市） 

「今日から幼稚園だー！！」長原恭子（猪名川町） 

 「偲 ぶ」島田勝史（大阪市） 

○入 選  中村昭夫／大鋳真一／小山千恵

子／前田忠男／松本千早／前田明彦／太田

和夫／山本芳子／重原信彦／伊達兼敏／齋

藤佳英／徳永俊彦／大井省三／岩永長喜／

田嶋孝三／藤本幸男／西山志げる／中田正

昭／赤石 博／中川富夫 

↑中田正昭さんの作品「正月のひと時」 
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●ごまめの歯ぎしり 

ＬＥＤ電球が普及して家や街灯の電灯や蛍 

光灯がＬＥＤにどんどん切り替わっていく。切

り替わってしまったというべきかもしれない。

そのことで夜の世界が明るくなっている。それ

は良いのだ。それはいい。しかし、昔人間カメ

ラマンの私としては気になるものがある。 

お祭りの撮影に行くと、神社のちょうちんの

色が何だか白っぽい。どうもムードが無くてい

けない。ちょうちんは俗に言う電灯色という黄

色がかった色がお祭りムードを高めるのだ。わ

たし的に考えると明るすぎるのは困るのだ。神

社側では長持ちするＬＥＤ電球の方が、明るさ

や電気代の事を考えても大いにメリットがあ

るのだろう。仕方がないのかなあ。 

ＬＥＤには関係が無いのだが、神社といえば

もう一つ気になるものがある。お社や鳥居に吊

られている注連縄が、ワラではなくて黄色がか

った化学繊維で作られているのが目につくよ

うになった。化学製品にした方が腐らないから

毎年変えなくて済むのだ。本来なら新しくする

ことに意義があるのだが、誠に残念。 

注連縄の色だけではない。コンテストの応募

作品にも夕焼けの極端な赤色や不自然な色の

紅葉など、彩度を触りすぎたりコントラストを

必要以上に強めたりした写真が目についてな

らない。風景写真の色を変えるのはほどほどに

と思うのだ。とはいえ、いつも見るテレビ画面

の風景はきれいなので、それに目が慣れている

のかなあ。ゴマメの歯ぎしりだと笑われるかも

しれないが気になるなあ。（K.M） 

 

ファミリーフォト 
コンテスト 

 
審査結果発表 
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朝日写真展や大阪写真サ

ロンなど最近のコンテスト

入賞者としてよくお名前が

掲載されている写楽 2008支

部の長原恭子さんをご紹介

いたします。 

彼女は 20 代の頃、音楽関

係の仕事をしていた時に倒れ、医者からもう

手遅れですと宣告されましたが運よく生還。

それを機に、やりたいと思った事はいろいろ

チャレンジし始めました。５年前に長期入院

していた病院の壁に飾られていた多くの野鳥

の写真を見た時、私も撮ってみたいなあと写

真に目覚めたそうです。そして２年前に中古

カメラを買い、写真クラブに入って先輩方に

もまれながら、人物や生き物のスナップの撮

影に挑戦し始めました。「アッ！面白いな」と

思った日常の瞬間を切り撮ったり、「こんな写

真が撮りたい」と非日常をイメージして撮影

したりして、日々がんばっています。 

昨年、関西本部でさだまさしさんを審査委

員長に迎えての写真コンテスト「コロナが変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えた日常」が行われました。彼女も応募して

入賞した作品が下の写真です。他の入賞作品

は関西本部のホームページにもＵＰされてい

ますのでご覧ください。 

念願の旭山動物園へ行きましたが、コロナの影響 

でお客さんがほとんど居なく閑散としていました。

ヤギ達は本来ならば、お客さんからのおやつを沢山

もらっているのでしょうが、くれる人も少なく寂し

げ。ちょうどそこへ飼育員のお兄さんがおやつを持

ってきました。ヤギさんも嬉しそう！良かったね。

しかし振り向いてくれた飼育員さんに ビックリ！！

パーカーの中のお顔はリアルなアニマル・マスクで

した。おかしいやら可愛いやらで、写真を撮らせて

いただきました。飼育員さんたちもコロナ対策万全

ですね。コロナが終息したら、みなさんも動物園へ

レッツゴー！！         （長原恭子 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

  

 

組写真  デジタルフォト ゼロ・キュ展より 徳永俊彦さんの作品「感染予防」  

まだ戸外は寒く、長袖ジャンバーが似合う春先の頃でした。新型コロナウィルス感染が問題化し、ソーシャ

ル・ディスタンスとか三密の回避とか、テレビで報道されはじめました。各個人も自己防衛のため、外出する

時はマスクを着用し、帰宅すれば手洗いとうがいを励行するようになりました。 

街に出れば、スーパーのレジの前とか病院の待合室とかに間隔をあけるようマーク付けがされたりしていま

した。これらを写真表現しようと思い取り組んだ写真です。今年は、オリンピック・イヤーでもあり、コロナ

問題が一日も早く収束し、大阪府本部の撮影会の復活があることを願っております。  （徳永俊彦 記） 

 

   

がんばる会員 ご紹介 
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↑守口支部写真展より 

   吉川正勝さんの作品「渚の風音」 

三重県熊野市の七里御浜で撮影したもので

す。空や波が気になって孫に波打ち際に立っ

てもらいました。８月晴天の日だったので ND

可変フィルターを使用して１秒をかけていま

す。その時のムードが出せたかなと気に入っ

ています。 

 

 

↑吹田写友会の写真展より 

   齋藤 洋さんの作品「集団登校」 

吹田市宮ケ谷池公園での写真です。雨上が

りに池から上がったカモの行列と、おおはし

ゃぎする子供たちを瞬間的に撮りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇お願い 
新型コロナの感染拡大で、写真展が間際になって

中止や延期になる場合もありますので、大阪府本部

のホームページでお確かめの上お出かけください。 

また、印刷締め切りの都合でこの「大阪府本部だ

より」に間に合わなかった支部の写真展も開催され

ている場合もあります。  

 

↑デジカメ四季の写真展より 

  大谷順一さんの作品「本当に流れた流れ橋」 

京都市内へ京阪電車で通勤中の９月の台風

時、大雨で八幡市内にかかる鉄橋が危険水域に

近づき電車が不通となりました。 

 夕方帰宅後カメラを持参しマイカーで通称

「流れ橋」を見に行ったところ、大洪水の水面

下に。約１か月後晴天の日、同所の河川敷内に

下りてみると橋脚は残っているものの橋ゲタ

は無残な形で横たわっており自然災害の傷跡

を目の当たりにし撮影しました。「流れ橋」は

時代劇の撮影ロケ地として有名な場所です。現

在はもちろん復興しています。（３枚組の 1枚） 

 

全日本写真連盟 大阪府本部事務局 

〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18 

中之島フェスティバルタワー15F 

Tel  06-6201-8006  Fax 06-6201-0285 

メール…nissyaren＠osaka.email.ne.jp 

読者の広場 写真展のご案内  

◎茨木支部  第３７回 写真展 
３月３１日(水) ～４月６日(火) 

茨木市市民総合センター  ギャラリー 

◎今川美佐子写真展 

   「虫ばんざ～い」 
３月１０日（水）～ ３月１５日（月） 

富士フイルム イメージングプラザ大阪 

 

 

 


