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難波正次
２０２０年度は新型コロナウイルス感染拡

写真家のハービー山口さんを審査委員

大で大阪府本部の各種行事が中止または撮影

長にお招きし、下記の通り作品を募集して

会をテーマコンテストへ切り替えなど大きく

います。自然現象や身近で感動したシーン

影響が出ました。

などテーマは自由です。奮ってご応募くだ

新型コロナウイルス変異種の拡大が気にな

さい。
❖締切り
2021 年９月３０日（木）消印有効

りつつもワクチン接種がスタートし、今年度
こそコロナウイルスとの共存を考えながら、
５・６月号でお知らせした行事予定でしたが、

❖応募料（応募点数に関わらず）
会員：1,000 円、一般：2,000 円
（定額小為替に限る）
❖応募資格
2021 年 12 月 31 日現在で 60 歳以上の方

残念ながら春の撮影会・夏の撮影会を２年連
続で中止せざるをえませんでした。
国は６５歳以上のワクチン接種を７月中に
終らせたいと発表しおり、それまでは大阪府
本部主催の多人数での撮影会や会議などは自

❖応募内容
◇四つ切りおよびＡ４サイズの単写真のみ
（四つ切りワイドは不可）、一人５点まで。
◇本人が撮影したもので、未発表の作品に
限る。

粛したほうが良いのではないかと考えます。
私たち一人一人もコロナ下での「慣れ」に
注意しないといけません。
この１年数か月、アマチュアカメラマンの

❖応募方法（応募作品は返却しません）
応募申込書および応募票(コピー可)に
必要事項を記入の上、応募票を作品裏面に
セロハンテープを輪にして貼付し、
応募申込書と応募料（定額小為替）を同封して
送ってください。

撮影環境も厳しくなりましたが、自粛中の気
晴らしに密を避け自慢のカメラを持って、近
場の散歩を楽しむのはいかがでしょうか？
今まで見過ごしていた景色や意外な発見に出
合えるかも知れません。四季を通じて私たち
の住んでいる身の周りを見渡すと季節の移り

❖送付先・問合せ先
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-18-15Ｆ
全日本写真連盟大阪府本部 「第 28 回シニア
写真コンテスト」係
◇問合せ（メールのみ）
nissyaren@osaka.email.ne.jp

変わりや街の変化も見られます。
大阪府本部の個人会員の方々や各支部会員
の皆様も撮影会や例会など自粛せざるを得な
い時期がまだまだ続きそうです。
皆様におかれましても感染には十分注意し、
写真を楽しんでください。

応募詳細については、チラシまたは全日写連
大阪府本部ホームページをご覧ください。
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モノクロに変換するのでなくカラー画像をき

モノクロームに魅 せられて Ⅰ
全日写連総本部理事

ちんとレタッチをしたうえで複製画像を作り

林 栄之

モノクロ変換を行います。
フォトショップのメニューバー「イメージ」

私の叔父は今宮職工学校(現今宮工科高校)

から「色調補正」に進むとＣＳ３以降では「白

を卒業し写真の道を志すも夢かなわず役人に

黒」という項目があり、そのなかプリセット

なり生涯を終えた人であったが、亡くなる 1

にはかつてモノクロフィルムでの撮影時装着

年ほど前、愛用のアサヒペンタックスＳＰを

していたレッド・イエロー・グリーンのフィ

私に譲り，写真に目を向けさせるきっかけを

ルターがあります。効果が簡単に確認もでき

与えてくれた。

適用できるのでとても便利でお勧めです。

学生時代に先輩からフィルム現像や引き伸

チャンネルミキサーも同じようなフィルタ

ばしの手ほどきを受け趣味は写真になった。

ー効果を出せます。

暗室で現像液から浮き出す画像へのドキドキ

例えば比率はＲ３０Ｇ６０Ｂ１０ 合計を１００

ワクワク感が病みつきとなり、現像や引き伸

にしてモノクロにチェックでノーマルのモノ

ばしの時間・現像液・印画紙やフィルムの違

クロになります。フォトショップエレメンツ

いで仕上がりが違ってくる奥の深い世界であ

にはメニューバー「画質調整」の「モノクロ

り、撮影・フィルム現像・プリントまですべ

バリエーション」にスタイルを選択という中

てを自分で処理し、自分のイメージを視覚化

にスナップ・ポートレイト・風景等がありチ

できるという魅力に取りつかれて約４０年、

ャンネルの適用量が調整され先述のフィルタ

銀塩モノクロ写真を楽しんできた。

ー効果が適用されます。

２０００年来デジタルカメラを使い始めたも

銀塩モノクロの経験がない方にはそのフィ

ののモノクロデジタルプリントには違和感が

ルター効果も良く分からない。カラーで見て

あり、モノクロだけは銀塩に拘ってきたが色

いるものをモノクロではどう写るのかイメー

転びの少ないエプソンＰＸ５５００を購入して

ジがわかない方にお勧めはミラーレスカメラ

以来、同じプリントができない銀塩とは違い

でモノクロ設定にして撮影することです。フ

同じプリントができるデジタルプリントの手

ァインダーでモノクロ画面を見ることもでき

軽さから２００５年を境に暗室は明室に変わ

るし、メーカーによってはモノクロ用フィル

った。

ター効果を選択でき、黄色フィルターで人物

この時からデジタルモノクロの迷路に入り

の肌を明るく、赤フィルターで空の色を暗く

込んでしまう。まず撮影時からモノクロに設

するという一味違ったモノクロ作品が簡単に

定するのかカラー画像をモノクロ変換するの

作れるのです。

か。カラー画像をモノクロ変換の方法にもモ

問題はこのデータをいいモノクロプリント

ードをグレースケールでいいのか、色調補正

にすることにあります。モノクロプリントに

で彩度を０にするのかチャンネルミキサーを

ついては次回にしましょう。

使うのか。試行錯誤の結果この迷路から抜け

（続きは 9･10 月合併号をご覧ください）

出す道を見つけた。
まず撮影はカラーで撮影する。カラーのほ
うが情報量は多いので階調や濃度の幅が広い
し色に対する調整がしやすくレタッチがやり
易いという理由です。カラー画像をいきなり
2

●2021 年度

活用のススメ

風景写真フォト講座
受講生募集

昨年の秋、風景写真家の山本 学先生を講師

新型コロナ蔓延で苦しむ中でワクチン接種
が進んできたのは朗報です。誰かの言葉で、

にお招きして風景写真フォト講座が開催され

「奪い合えば無くなる、分け合えば足る、譲

ました。今年も引き続いて、講義と実習（撮

り合えば余る」というのがあります。なかな

影会）を下記の要領で行います。
よろしくご参加ください。ご応募をお待ち

かの言葉ではないでしょうか。

しています。

コロナの影響で、人の流れを少しでも少な

・日

れる場合も多くなってきました。写真をやっ

程
１回目

９月１８日（土）講義

ているおかげで、やっとパソコンを使いこな

２回目

１０月１６日（土）実習

せるようになってきたかなと思ったら、世の

３回目

１１月

中は買い物から遊び、お金儲け、出会い系ま

４回目

１１月２７日（土）実習

でオンラインだリモートだと、高齢者にとっ

５回目

１２月

くするために仕事や授業がオンラインで行わ

て再びハードルが高くなってきた。
全日写連でもコロナ感染拡大に制約されて、

４日（土）講義

・時

間

１３：００～１６：００

・講

師

山本

写真家

せっかくのコンテスト入賞発表会や講評が中

・講義会場

止の場合も多い。

６日（土）講義

学氏
日本写真家協会（JPS）会員

大阪市北区中之島フェスティバ
ルタワー１２階

それらに対応して、ホームページも充実？
を図っているので、もっと活用していただけ

・募集人数

ないものかと思っています。今までは入賞作

・申込み期限

品の写真を掲載しているだけだったが、今は

・参加資格

どなたでも

コンテストの講評を動画にしたり、大阪府本

・参加費

会員

会議室（予定）

２０人（先着順）
７月３０日（金）必着
７,０００円

一般 １０,０００円

部で開催された山本学先生の風景写真講座も

(全日本写真連盟 2021 年度後期入会金含む)

YouTube で載せています。（写真下）

・申込方法

全日本写真連盟で検索をかけていただくと

郵便番号・住所・氏名・性別・

年齢・会員番号（会員の方）
・携帯番号・

右側に赤い矢印の「動画のご案内」というの

メールアドレスを明記して、メールか

があります。そこをクリックすると、関西本

はがきで申し込んでください。

部・大阪府本部関係の審査現場や作品講評が

（後日振込用紙をお送りします）

出てきます。それだけではなく、関東本部委

・申込先

員長の佐藤親正先生による色々な講座も見る

メール

事ができます。ぜひ見てください。

nissyaren＠osaka.email.ne.jp

は が き ： 〒 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15 階
全日本写真連盟大阪府本部
「風景写真フォト講座」係
詳しくはチラシまたはＨＰをご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
中止や内容を変更する場合は全日本写真
連盟大阪 府本部のＨＰに掲載しますのでご
確認ください。
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読者の広場

↑茨木支部写真展より
西村圭司さんの作品「残雪」

５月の中頃、新潟県大厳寺（だいごんじ）高原
でのブナ原生林の残雪を数カット撮影した中
からの作品です。

写真展のご案内
◎第 37 回

枚方写真クラブ展

８月２７日（金）～ ９月１日（水）
枚方市民ギャラリー（サンプラザ３号館）

↑写団清朋作品展より かなん写真クラブの

〇お願い

太田秀司さんの作品「収穫」（２枚組）

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。

棚田にはノスタルジアを感じ、田植えや収
穫の時期には撮影に度々出かけます。その中
で、この写真は秋の収穫時期に大阪府千早赤
阪村の棚田（日本の棚田百選）で夕暮れに撮
影したものです。その日の棚田には、人影が
ところに偶然出会いました。そこには懐かし

国際写真サロン
入選者のご紹介（作品は HP 参照）

い秋の風情、農家の営みがあり、それらの情

国内からの 3862 点を含め、総計 11,841 点

●第 81 回

少なく農家の人が遅くまで農作業されている

景を季節感や雰囲気がある写真にできればと

の応募作品が集まりました。国内入賞作 45

の思いで撮りました。

点の内、大阪府から３人が選ばれています。
おめでとうございます。
・山本桂子「晩夏の海」
・浅野和夫「夏の思い出」
・井上美穂「dive」

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

●おわび
７月１９日に「夏の撮影会」として予定していま
したモダンバレー撮影会は、新型コロナが未だおさ
まらず、中止とさせていただきます。
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