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❖会員の皆さまへ❖  
全日本写真連盟 大阪府本部 

         委員長 難波正次  

大阪府本部会員の皆さま、いつも府本部行

事にご理解、ご協力いただきありがとうござ

います。 

２０２２年度がスタートして１ヶ月が経過

しました。 

３・４月合併号でお知らせいたしましたが

今年度の行事予定では、 

□６月、大阪府本部会員限定の「デジタル写

真（画像）処理勉強会」 

□７月、前回実施出来なかった富士フイルムフ

ォトサロン大阪で「支部選抜作品展」開催 

□８月、夏のテーマ写真コンテスト「私の夏」 

□９月、「全日本シニア写真コンテスト」は応

募料の値上げと上位入賞作品に賞金付与 

□９月～１１月、フォトセミナー「スナップ

写真講座」、 

□１０月、「大阪写真サロン」 

□１１月「秋の撮影会」、今回初めて休日一般

観光客の方々との混雑を避け平日に実施 

□２０２３年１月「冬の撮影会」、大阪港の夕

陽と港湾の情景など昨年度までとは少し変

化をつけた行事を計画いたしました。 

新型コロナウイルス感染状況がどう変化し

ていくのか一向に先が見えない現状ですが、 

３回目のワクチン接種も進み、少しは自粛も

緩められそうな気もします。 

 

 

 

    夏のテーマ写真コンテスト予告 

 

 

 

 

今年度も新型コロナウイルス感染対策を考

慮しながら事業を進めてまいりますので、大

阪府本部会員の皆さまの撮影会への参加、コ

ンテストへの応募をお待ちしております。 

 

 

◇大阪府本部委員の紹介◇ 

今年度の大阪府本部委員をお知らせいたし 

ます。（敬称略） 

・関西本部・大阪府本部長：中田 徹 

・関西本部事務局長   ：小杉豊和 

(大阪府本部委員は留任です) 

・大阪府本部委員長  ：難波正次 

・大阪府本部副委員長 ：水谷八重子 

・   同            ：吉田義隆 

・   同       ：津田裕己 

〇大阪府本部委員 

・塚田澄子  ・中西勝信  ・福永剛三 

・鞠川 寛  ・広瀬裕子  ・今村昭一 

・鍋釜一詩  ・肱岡 勇  ・川岸じろう 

・吉田 均  ・森下和彦  ・山田紀美子 

・山本桂子  ・半井好喜  ・今川美佐子 

・鈴木一彦  ・山中忠誠  ・太田晃郎 

・高橋憲一  ・毛利秀明  ・横山周作 

〇大阪府本部参与 

・湯村光男 ・羽阪 清 ・本多平吉 

・雁尾幸男 ・山本一朗  

                

 
 
 

   

   

 

 

 

テーマは「私の夏」。あなたの感性で 

夏を切り撮ってください。 

 

大阪府本部だより  

2022       
5・6 月   
合併号 

 

 

申込期間 ８月１日（月）～３１日（水） 

◎詳細は７・８月合併号のチラシをご覧 

ください。 
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●冬の情景 フォトコンテスト 
    審査結果発表 
（総評）全日本写真連盟 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。審査では「類型的でない作品」「物語性

のある作品」を主点に置き、作品を詳細に拝

見しました。概観してコロナ禍での撮影の難

しさを痛感しつつ、皆さまのご努力に敬服し

ました。上位の作品には力作が揃いました。 

気になる点を記します。「冬の情景」って

何？ 雪、氷、スキー、クリスマスなどを連

想しながら、やはり「冬＝雪」だろうと予想。

案の定、雪の写真がどっさり。応募数の半分

近くを占めていました。これは類型かつ既視

感のある作品が多いということ。モチーフは

多様で広範に求めたいものです。 

兼題のあるコンテストでは「兼題から何を

想像するか」から作品作りが始まります。こ

れこそ写真の醍醐味です。即ちモチーフ選び

を出発点として、次いで「発想を飛ばすか、

モチーフに徹するか」が踏ん張りどころです。

向後、他人とは違う作品、特異なモチーフの

作品、挑戦的な作品を期待します。 

⚫︎審査員 今村昭一(審査委員長)、広瀬裕子 

半井好喜、太田晃郎、吉田義隆 

○推 薦  

「帰り道」松葉いわお（笠岡市） 

○特 選  

「成人へのスタート」重原信彦（寝屋川市）

「ゲレンデ」松本由美子（大阪市） 

○準特選  

「凍れる朝」大鋳真一（大阪市） 

 「小さなサンタ」斉藤 貴（大阪市） 

 「放水合戦」平須賀賢吉（枚方市） 

○入 選 

 大田嘉治、古地愛子、原田聖司、高田 謙 

稲葉 修、太田和夫、加田壮太郎、中濱正善 

三橋十郎、光武正弘、森山登志子、井上秀昭 

東千佐子、金山童化、中野弘喜、大井省三 

下村あつ子、木村 薫、三浦征志浪、長原 

恭子                         （敬称略） 

●第７８回 朝日写真展 

 大阪府本部関係入賞者のお知らせ 

 2022 年２月９日に審査が行われ、朝日賞を 

はじめ下記の方々が入賞されました。おめで

とうございます。 

・朝日賞 「黙 撮」福森浩子（堺市） 

・入 選  

 「嬉しい日」天野美智江（大阪市） 

 「山里のくらし」今川美佐子（大阪市） 

 「招 福」古地愛子（大阪市） 

 「盆踊り」斉藤 貴（大阪市） 

 「氷点下の舞」堂本好之（茨木市） 

 「デコレーション」藤原純三（大阪市） 

 「変 身」藤本幸男（堺市） 

 「サプライズ」美馬君忠（堺市） 

 「礼 拝」森山登志子（高槻市） 

 「花 街」山本一朗（枚方市） 

 「祝い花」山本桂子（大阪市） 

 「毎年楽しみ」横山周作（豊能町） 

 「夕刻の虹」和田拓也（大阪市） 

 「ＬＯＶＥ」長原恭子（兵庫県猪名川町） 
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●大阪府本部会員限定 

「デジタル画像処理勉強会」開催 

 デジタルカメラで写真を撮り、作品を作る 

ことと画像処理は切り離せません。今年度は

画像処理に関する基礎的な技術などをマスタ

ーしていただくために企画しました。 

◇申込期間：５月６日（金）～２６日（木） 

◇実施日：６月１９日（日）午後１～３時 

◇会 場：朝日新聞大阪本社会議室 

◇募集人数：４０人 受講料：無料 

◇講 師：青木竹二郎氏 ＜プロフィール＞ 

神戸市出身、現在は奈良市在住 

  富士フォトコンテストグランプリ 

  日本カメラ月例カラープリントの部１位 

  フォトコン月例カラープリンの部２位 

  ニコンサロン個展「兄弟」開催 

  ニッコールフォトコンテストでは 62 作品入賞 

  著書に「フォトレタッチ実践講座」がある 

◇申し込み方法  会員番号・郵便番号・住 

所・氏名・年齢・性別・携帯番号・メール

アドレスを明記して、メールまたはハガキ

でお申し込みください。 

・メール nissyaren@osaka.email.ne.jp 

・ハガキの場合  〒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 

「デジタル画像処理勉強会」係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●支部選抜作品展開催 

今年度の「支部選抜作品展」は、2020 年度 

実施予定が新型コロナウイルス感染拡大の影

響などにより、やむなく中止になり４年ぶり

の開催となりました。 

2019 年末からの世界的な感染拡大が続き、

わが国でも「緊急事態宣言発出」「まん延防止

措置」などによる外出自粛要請のため、会員

の皆さまも例会や撮影会、コンテストへの応

募用作品つくりに多大な影響があったと思わ

れます。大阪府本部としましては会員の皆さ

まの作品発表の機会をできるだけ多く設ける

よう今後も企画を進めてまいります。 

＜開催日時・会場＞ 

◇作品受付：５月３０日(月)・３１日(火) 

大阪府本部事務局に直接ご持参ください。 

◇作品展示：７月１５日(金)～２１日(木) 

am１０時～pm７時（最終日は pm２時終了） 

◇展示会場：富士フイルムフォトサロン大阪 

＜概要＞ 

◇１支部２作品 Ａ３サイズの単写真 

 ※銀塩プリントに限る（ラミネート加工なし） 

◇テーマは自由（未発表作品に限る） 

◇参加費：１支部１０，０００円 

※詳細は参加支部宛にご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 

  

 

組写真  高槻支部写真展より 朝倉通憲さんの作品「元気溌剌」  

京都の人たちが「嵐電（らんでん）」と呼ぶ路面電車の沿線は、各シーズン観光客で賑わうが、普段は地元の

人々の生活感漂う古都の側面もある。石畳の光の軌道を行き交う自転車、そこで暮らす人々の息遣いに注目し

て、古都の街並み風景の撮影にたびたび出かけます。 

1.  写真は、下町感やノスタルジー的な要素を引き出したくてモノクロ表現で撮影に回っていた際に元気よく駆

け抜ける子供たちに出会い、思わずシャッターを切ったもので、３枚の組写真で表現しました。下校時に先を

競って駆け抜ける子供たち、会話が弾む伴走する子供、児童公園で、はしゃぎ回る子供の、今も昔も変わらぬ

元気溌剌な子供たちに、年寄りは元気づけられます。         （朝倉通憲さん 記） 

                               

   

mailto:nissyaren@osaka.email.ne.jp
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この作品は、私が日々の帰りに通る近鉄・ 

上本町駅南側の通路から撮った写真です。 

ここは特に春～夏場の夕方、西日が強く差

し込む場所で、様々な人々がその「帰り道」

に行き交う影が面白く、何度も撮影した中の

一枚で、自分の大好きな「光と影」を意識し

た作品です。 

 

 

 

 

身のまわりのくらしや風俗から経済・ 

政治まで、あなたのセンスで「いま」を

切り取ってください。 

・応募締め切り：６月３０日（木）必着 

・応募先：〒104-8011 東京都中央区築地

5-3-2 朝日新聞東京本社 全日本写真連

盟「全日本写真展 2022」係 

・組写真：プリント作品のみ応募可 

・応募サイズ：Ａ４サイズのみ。四つ切りや

ワイド四つ切りは不可 

・応募料：応募点数にかかわらず 

会員 2,000 円、一般 4,000 円 

・支払い方法：ゆうちょ銀行からの振込みに

限る 

（詳細はチラシやホームページを参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖「春の撮影会」 コンテスト 

南海汐見橋線沿線と下町風情の撮影会コ

ンテストの締め切りが迫っています。 

〇締切り日 ５月１８日(水)当日消印有効 

〇応募料 会員 1,000 円  一般 2,000 円 

      （いずれも定額小為替に限る） 

〇入賞発表 ５月下旬までに入賞者に直接通

知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

読者の広場 
写真展のご案内  

◎ 45 フォトクラブ ７０７展 

５月１１日(水)～５月１６日(月)

富士フイルム イメージングプラザ大阪 

◎朝日フォトさくら支部展 

５月１８日(水)～５月２３日(月)

富士フイルム イメージングプラザ大阪 

◎ ４ 北斗写友展

５月２０日（金）～ ５月２３日（月）

千里文化センター「コラボ」２階の 

 多目的スペースＡ 北大阪急行「千里

中央」駅北改札から約80ｍ 

◎ 58 高槻支部 写真展 

５月２７日(金) ～６月１日(水)

高槻市立展示館けやき（阪急高槻市駅） 

◎ “おもいで散歩” 
   ～眞仁＆芳子二人展～

５月４日(水)～５月９日(月)

富士フイルム イメージングプラザ大阪 

 

全日本写真展 2022 

作品募集 締切迫る 

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 
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