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❖ごあいさつ❖  

関西本部事務局長 

小 杉   豊 和 
 

皆さま大変ご無沙汰しております。丸

３年ぶりに関西本部に復帰しました。私

が前回事務局長を担当していた頃からそ

うですが、SNS の普及は写真のありかたそ

のものを大きく変えています。 

また一方で劇的な変化について行けず

に戸惑っている会員の方も多いと思いま

す。伝統を継承する一方で根本的な改革

が必要になっているのも事実です。 

時代の変化に対応しつつも皆さまと一

緒に写真文化を継承していきたいと思っ

ています。 

 

 

 

 

 

当コンテストは、下記の通り作品を募集して

います。四季を通じての自然現象や身近で感

動したシーンなど、数々の作品をお待ちして

います。画題は自由です。 

■締切り 

2022 年 9 月 20 日（火） ※必着 

■賞 

◇金賞１点 賞金 ５万円、 

副賞 キヤノン製品 

◇銀賞３点 賞金 ３万円、 

副賞 キヤノングッズ 

◇銅賞５点 賞金 １万円、 

副賞 キヤノングッズ 

 

 

◇入選 30〜40 点  記念品 

■応募料 

◇応募点数に関わらず、会員：2,000 円 

一般 ：3,000 円 

※いずれも定額小為替に限ります。 

■応募資格 

◇2022年 12月 31日現在で 60歳以上の方。 

■応募内容 

◇四切・A4 サイズの単写真のみ（四切ワイ

ドは不可）。一人５点まで。 

◇応募は本人が撮影したもので、未発表の

作品に限ります。 

■応募方法 

◇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て、応

募申込書・応募料 (定額小為替)と同封し

てくたさい。 

◇応募作品は返却しません。 

■応募先 

◇ 全日本写真連盟大阪府本部 

   〒 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 
全⽇本シニア写真コンテスト係 

■審査・結果 

◇写真家のハービー・山口さんと全日写連

総本部理事他の方々が審査。 

結果については、2022 年 10 月に直接通

知のほか、朝日新聞紙面・フォトアサヒ・

全日写連大阪府本部ホームページに掲

載。 

 ※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。※問合せはメールでお願いします。 

 大阪府本部だより  

2022   

7・8月  
合併号 
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4年ぶりに開催！！ 

 

 
新型コロナウイルスの感染が発生して

3 年目の夏を迎えようとしています。今年

度は撮影会に代わり夏のテーマコンテス

ト（テーマ：「私の夏」）を下記の通り実

施いたしますので皆さんのご応募をお待

ちしています。 
応募資格：資格制限はありません。どな

たでも応募できます。 
 
応募期間：2022 年 8 月 1 日から 8 月 31
日（ 終日必着） 
 
応募作品：未発表作品に限ります。一人 5
点以内 （応募作品は返却しません） 
サイズ：四つ切（ワイド不可）・A4 の単

写真に限ります。 
 
応募方法：作品裏面に必要事項を明記し

た「応募票」（コピー可）を貼付けして下

さい。 
 
応募申込書には、必要事項を明記の上、

応募料（定額小為替）と共に同封してく

ださい。 
 
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15 階 
   全日本写真連盟 大阪府本部 
   夏の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） 
※詳しくは今月号のチラシ、またはホー

ムページをご覧ください。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

全日本写真連盟大阪府本部では、所属

されている各支部より、選りすぐりの優

れた作品（１支部につき２点）を一堂に

展示いたします。 

2 年毎に開催されていました「支部選抜

作品展」はコロナ感染拡大の為、2020 年

は中止になりました。 

今回は 4 年ぶりに２３の支部が参加さ

れます。 

風景、ネイチャー、スナップ、造形、

等、それぞれの作者の思いや、表現、感

動、発見などを感じ取っていただける作

品展になっております。 

 

＊皆様のご来場をお待ちしております 

 

 

期 間：２０２２年７月１５日（金） 

～７月２１日（木） 

     午前１０時から午後７時 

 終日は午後２時まで 

 

会 場：富士フイルムフォトサロン 

大阪（メットライフ本町スクエ

ア１Ｆ）  

 

 

夏のテーマコンテスト 
「私の夏」作品募集 

夏の夏のテーマコンテ

スト 
「 夏 作 募集

支部選抜作品展 
夏のテーマコンテスト 

「私の夏」 作品募集 
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スナップ写真フォト講座 
 

<<< 受講者募集 >>> 
 

申込期間：２０２２年７月１１日（月）～ 

２９日（金） 

●日 程／第１回目  ９月３日（土） 

午前中講義・午後撮影実習 

     第 2 回目 １０月１日（土） 

午前中講義・午後撮影実習 

     第３回目 １１月５日（土） 

午前中講義 

講師：山本 学 写真家  

宝塚市生まれ 大阪芸大卒 

多くの写真教室指導。個展、写真集、

多数（社）日本写真家協会（JPS）会員 

 

●参加費／会員:  ７，０００円 

一般：１０，０００円 

（全日写連への後期入会会費３，０００円を

含む）※全３回の費用です。 

 

●募集人数 ２０人（先着順） 

 

◆申込み方法 

郵便番号・住所・氏名・年齢・会員番号・ 

性別・携帯番号・メールアドレスを明記し

て、メール又はハガキでお申込み下さい。

後日、振り込み用紙を送付致します。 

◆メールの場合 

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 

「スナップ写真フォト講座」係 

 

※新型コロナウイルスの感染状況により中止

や内容変更をする場合は全日本写真連盟 大

阪府本部ホームページに記載しますのでご確

認ください。 

 

「おもいで散歩」～眞仁＆芳子二人展～ 

2022 年 5 月 4 日～9 日・開催 

 

山本眞仁さんは関西本部、府本部委員でしたが、

2019 年にお亡くなりになり、夫を偲んで写真展を

開催されました。 

 「亡夫(山本 眞仁)と一緒に写真を楽しんで

過ごして来ました。 

私たち二人は組写真が大好きです。単写真

のインパクトはありませんが何げない静かな

カットを重ねて、思いや空気感を表現するの

が好きです。 

 彼の写真を今一度見たくなり、写友のお力

をお借りして、この写真展を開催しました。 

いつも彼の後をついて歩くカメラ散歩でした

が、これからは私の新しいスタートです。 

彼のエールを背中に感じながら・・・」 

 全日本写真連盟関西本部及び府本部委員の

皆様方には、夫が在籍中は大変お世話になり

ました。又、会員の皆様には写真展にお越し

いただき感謝申し上げます。   山本 芳子 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【山本 眞仁〈不安な日々〉】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【山本 芳子〈裏通りのアート〉】 
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<写団清朋作品展> 

【アール梅田（清野 幸子）「湯煙る」】 

湯布院、金鱗湖の写真です。湖底から温泉

と清水が湧き出る不思議な湖です。 

散策に出掛けましたが、冬の肌寒い早朝の湖

面に霧が立ち込める美しさに会えました。 

幻想的な朝霧はこの時期のみで、金鱗湖か

ら鳥居を通り地上の天祖神社へ上る際の通り

道のように思えます。 

新型コロナウイルス感染症禍の合間を縫

って出かけた神聖なパワースポットでした。 

<写団清朋作品展> 

【かなん写真クラブ（草野 敏一）「家路」】 

 秋が深まってくると奈良・天理市の銀杏街

路樹が一斉にその葉を落とし紅葉の絨毯を創

り出す。天理大学の構内から出てきた仕事を

終えたらしい人たちが家路へと急いでいた。 

西日を浴びたふたりの長い影が土塀に映え

て光と影の世界を演出した。 

どこからかドボルザークが聴こえてきそう

だ。交響曲第 9 番・第 2 楽章「家路」 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

◎見ないと損ですよ◎ 
最近は「You Tube」を見る人も多くなってい

ますが、全日本写真連盟でも動画配信を行っ

ています。写真に関する興味ある動画を沢山

見ることができます。 
 
＜＜全日本写真連盟チャンネル＞＞ 
・コンテストの講評 
・プロ写真家の撮影指導 
・「全日本写真連盟アカデミー」 
・役立つ情報満載 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全⽇写連⼤阪府本部ホームページ 

 

 

 

 

○全⽇写連⼤阪府本部メールアドレス 
 

 

 

 

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 

 ◎第 28 回 吹 田 写 友 展 
7 月 26 日（火）12 時～ 7 月 30 日（土） 

吹田市文化会館（ﾒｲｼｱﾀｰ）1 階展示室 

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。 

写真展のご案内 
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