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❖ごあいさつ❖  
全日本写真連盟 関西本部長 

     全日本写真連盟 大阪府本部長 

    （朝日新聞大阪本社映像報道部長） 

            中 田 徹 

９月から大阪府本部

長を務めさせていただ

くことになりました中

田徹です。２２年ぶり

の大阪赴任になります。

大阪は新聞社の写真部

員として入社し、様々

な取材を通じて写真の基礎を学んだ思い入れ

のある土地です。 

高層ビルが林立して様変わりした街を驚き

ながら歩いていると、当時と変わっていない

場所もあり、あちこちで写真で失敗をした記

憶も戻ってきました。大阪に在籍した新人時

代は、一眼レフの構え方から始まり、ピント

合わせ、フィルム現像、印画紙への焼き付け

まで身につけ、どうにか一人前になったか、

という状態でした。 
そんな中で迎えた１９９５年の阪神・淡路

大震災は、仕事の面でも自分の人生の中でも

大きな出来事として体感することになりま

した。目の前の光景に対し、自分の技量不足

を連日痛感させられると同時に、記録し伝え

るという写真の重要な役割を思い知らされ、

今に至っています。 
スマートフォン、ＳＮＳの普及で今ほど多

くの人が日常的に写真を撮り、他人が撮った

画像を目にする時代はなかったかと思いま

す。府本部の皆さんは、すでにそれぞれが写

真への向き合い方を発見されて楽しまれて

おられることかと思います。新型コロナウイ

ルスの感染収束はいまだに見通せず、本来の 

 

活動には制約が続く可能性もありますが、写

真を撮ることは最終的には「個」の行為かと

思います。微力ながら皆さんの活動を支援し

ていけるよう尽力していきたいと思います。 

 

         

 
 
 

応募資格：どなたでも応募できます。 

締め切り：2022 年１月１１日〜２月２１日 

（最終日消印有効） 

応募作品：未発表の作品 １人５点以内。 

      撮影時期は問いません。 

サイズ：四つ切り（ワイド不可）・Ａ４の単写真 

規定サイズ以外の写真は審査の対象外。ラ

ミネート・台紙張りは不可  

応募方法：作品の裏面には応募票（コピー可） 

を貼付してください。応募票には、必要事

項を明記し、応募申込書・応募料（定額小

為替）と同封してください。 

ご注意：肖像や著作物など他人が権利を有するもの 

を利用した場合は使用許諾を得てください。侵害が

あった場合、主催者は一切の責任を負いません。 

上記の条件を満たさない場合は入賞を取り消すこ

とがあります。 

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  

全日本写真連盟大阪府本部   

「冬の情景」テーマ・コンテスト係 

応募料：会員１，０００円 一般２，０００円 

（定額小為替に限る） 

   応募作品は返却いたしません。 

※詳しくは今月号の折り込みチラシ、または 

 ホームページをご覧ください。 

 大阪府本部だより  

2021       

11・12 月   
合併号 

 

テーマ・コンテスト 

「冬 の情景 」  作品募集 
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関西本部主催の、全日本動物写真コンテス

トには３８０人１５０７点の応募があり、野生

部門最優秀賞は広島県の方が、一般部門最優

秀賞は福岡県の方が選ばれました。 

以下は審査委員長で写真家 今森光彦氏の

総評を転載させていただきました。 

今年は、例年に比べて数多くの応募をいただきま

した。特に、野生部門は、作品の内容に変化があり、

たいへん楽しい審査をさせていただきました。コロ

ナ渦の影響で、みなさん野外活動を積極的にされた

結果なのでしょうか。一般部門も秀作が多数寄せら

れました。動物園やペットとして飼われている生き

ものがほとんどですが、どの作品も愛情や工夫が読

みとれて、思わず笑みがこぼれてしまいました。 

動物は、人のようにお願いしてモデルになっても

らうことができません。撮影者が、動物の気持ちに

なったり、生態を熟知して接する必要があります。

その分、良い写真が撮れたときの喜びはひとしおで

す。 

動物写真は、自然を理解する第一歩。これからも

すばらしい作品が誕生することを期待しています。 

 

ここでは大阪府在住者と大阪府本部会員の

みのお名前だけにさせていただきました。  

〇野生部門 

入 選 「森の主」辻 巖（堺市） 

  「狙 う」今川美佐子（東住吉区） 

  「リズム」竹川 龍 （神戸市） 

    ↓下は竹川さんの作品 

 

〇一般部門  

入選 「独り占め」長原恭子（兵庫県猪名川町） 

     ↓下は長原さんの作品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９回 

全日本動物写真コンテスト 
審査結果 

●冬の高野山へ 

 街中は写真が撮りにくければというの

で、高野山散策はどうでしょう。（写真下） 

 また、奈良県の洞川にも、いくつかの鍾

乳洞などもあり、少し物足りないでしょう

が、洞窟写真も撮れますよ。（要確認） 
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●作品作りを楽しむ 

今までクラブの撮影会や自分なりの計画を 

作って自由に撮影に行っていた頃が懐かしい。 

新型コロナ蔓延のこのご時世、仕方がない

ので運動を兼ねて小型カメラを持って近所を

回っている。散歩と思わずにこれも撮影会だ

と思えば、いろいろな物が見えてくるのだ。 

最近はお寺の門の近くにある掲示板をよく

読むようになった。お寺の宣伝だと言ってし

まえばそれまでだが、お経や名著の一節、あ

るいはご住職の考えなどが書かれていて、解

説などを読んでいると何だかホッとするもの

もある。次の写真もその一つだ。論語の一節

らしいが、孔子だけではなく宗教家の言葉を

素直に考えれば含蓄のある言葉が多い。 

 写真というものを考えても、指導者から写

真の撮り方や見方などを教えられて何となく

納得してしまう。そこで、この写真を見てい

ただきたい。写真好きな人が全日写連会員に 

 

なっているのだろうが、良い作品作りをと苦 

しんでいると、かえって良い作品ができない

というジレンマに陥ってはいないだろうか。

これは「写真の好きな人は写真を楽しむ人に

はかなわない」という意味だろう。 

楽しんでいるだけで良いのだという事では

ないが、楽しんで撮っていると思わぬ良い作

品が出来るものだと考えていただけたらいい

なあと考えてこの言葉を紹介した。 

 

 

  

東住吉秀光、東住吉 901、Annex98 支部の合

同写真展「水無月展」が林栄之先生の指導の

下、心斎橋ピルゼンギャラリーで６月 24日か

ら 29 日に開催されました。多数の皆様方とお

会いできました。ありがとうございました。 

 ここ数年は、新型コロナによる緊急事態宣

言等を遵守することで、３密を避けて撮影す

るという状況にあり、スナップ撮影には厳し

い環境にありました。それなら、トリセンと

いう手があると、このコロナ状況下での撮影

の半分以上を鳥の撮影に費やしました。その

トリセンでは、木々の中にいる小さな鳥、珍

しい鳥、綺麗な羽をもった鳥などには全く興

味がわかず、ひたすら、サギ（アオサギとコ

サギ）のみで、しかも魚などの捕食の瞬間や

水浴び、水上を飛ぶ動体に集中して撮影を行

いました。大きな目的は、サギが動き出す瞬

間、動くだろう方向、捕食する動作の瞬間な

どのサギの動きへの十分な観察力と次の行動

を予測する力の鍛錬、70～800 mm の望遠域で

の速い動体の捕捉能力、動くサギの目にＡＦ

をあわす能力、チャンスを逃さないシャッタ

ーレスポンス能力等の向上です。これらはコ

ロナが終息し日常の撮影が戻った時に、きっ

とスナップ撮影に役に立つと思ったためです。

また、人間と違って、肖像権などという制約

もなくクレームもなく、近づいても嫌なら逃

げていく鳥はお気楽に練習ができるというメ

リットがあります。 

 出展したものは、水面に反射した太陽光と

重なるようにサギの飛んでいる瞬間を撮影し

たものです。今にも飛びだしそうなサギが、

この位置なら太陽の反射が重なるように飛ぶ

だろうと予測し、そのイメージに合うように

逆光を考慮してコントラストとブライトネス

を前もって設定し、連写設定とトレースＡＦ

にし、ＡＦが甘くなっても大丈夫なように絞

り込み、サギが速く移動し翼などが被写体ブ 

         （次ページに続く）→ 

水無月展に出展して 
      東住吉 901 支部 南埜宜俊 
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→（前ページから） 

レしないように ISO を高くしてシャッター速

度を確保して、チャンスを逃さないようにシ

ャッターを切りました。サギの種々の生態を

撮影して 1 年以上過ぎましたので数百枚のデ

ータが手元にありますが、どれを水無月展に

出展しようかと悩むとともに、選ぶという作

業が勉強になることを心の中で喜んでいる自

分がいることを感じました。 

 ↑南埜宜俊さんの作品「ロックオン」 

 

 

 
〇お願い 

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。 

 

暑い日も、寒い日も、アーチェリー好きの

仲間達が体育館の射場に集まってきます。練

習は私達にとって日常的な光景だけに、お互

い意識することなく的に向かって矢を放って

います。この私達の日常の一部を写真で表現

する事で、記録と記憶に留めることにしまし

た。作品は的の中心に狙いを定める「静」と、

刺さった矢の得点に期待を込めて取りに行く

「動」との２枚の組としました。 

この静と動について、ひたすら一つの事に

心を集中する姿を「一意専心」のタイトルで

表現しました。週２回の練習日は私達にとっ

て練習の場であり、健康維持の場でもあり、

なによりも交流の場でもあります。 

これからも仲間達と、元気に弓を引き続け

たいと願っております。(滝口 進 記) 

↑枚方写真クラブ展より 

滝口 進さんの作品「一意専心」（２枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

読者の広場 

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 

写真展のご案内  

◎第 38回 くらぶ Ｒ ｏｏｔ展 

１１月１６日(火)１時 ～１１月２１日(日) 

大阪駅前第２ビル５Ｆ ギャラリー Ｂ 

◎第 45 回 フォトクラブ ７０７展 

2022 年１月１２日(水)～１月１７日(月) 

富士フイルム イメージングプラザ大阪 

●会員の写真展 

◎ 四 人 展  Ⅲ 

１１月５日(金) ～１１月９日(火) 

(心斎橋) ピルゼンギャラリー 


