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春の撮影会は新型コロナウイルス感染症ま

ん延防止宣言措置が 3 月２１日をもって終了

したことで３年ぶりに実施できました。 
春は例年大阪市内の都市公園で撮影会を実

施していましたが、近年の公園利用の条件変

化やコロナ禍での三密等により新たに南海汐

見橋線および昭和感が漂う沿線の街並みを自

由に撮影していただく企画を考えました。 
撮影会当日は天候にも恵まれて多くの会員

や一般の方が参加していただきました。 
汐見橋駅で受付をしている時に、ある会員

の方から「久しぶりの撮影会で楽しみに出て

きた」と声を掛けていただきました。 
なかなか収束されない新型コロナウイルス

ですが、今後とも感染予防等を考慮しながら

多くの会員の方々に参加していただく企画を

計画し実施していきたいと考えています。 
5 月 23 日審査会も無事終了し、入賞・入選

作品を発表します。 

 

審査委員長総評 

今回の春の撮影会は、南海汐見橋線の沿線

で「各自、自由に撮影して下さい。」という事

でした。いろんなテーマで作品を作り応募さ

れました。応募作品を見てみますと、下町の

風情、暮らし、商店街等をテーマとして作品

づくりをされた方。電車、ホーム、乗客、踏

切等、をテーマとして作品づくりをされた方。

と大きく 2 つに分かれました。 
作品として、主題がはっきりとわかる。伝

えたい事がわかる。物語性を感じる作品が上

位に来ました。それと「光と影」。撮影会当日

は、晴天でした。「写真は光と影が重要だ」と

いう事は参加者全員ご存知だと思います。し

かし、その捉え方の上手さ、まずさ、に差が

出たと思います。 
また、モノクロ作品も何点か応募されてい 
 

 
 

ましたが、プリント仕上げは、もっと研究し

てほしいなあ、と感じました。 
これからも、コンテスト、撮影会も続きま

すので、ご応募をお待ちしております。 
 
審査員：鍋釜一詩（委員長）、肱岡 勇、 

今川美佐子、毛利秀明、吉田義隆 
○推 薦 「アーケードの光」 

原田聖司（大阪市） 
○特 選 「洗濯日和」 

 山崎風美（大阪市） 
「ローカル駅」 
小池 祥弘（川西市） 
「悠悠自適」 

大鋳真一（大阪市） 
○準特選 「午後の公園」 

戸川彰夫（河内長野市） 
「ありふれた日常」 

山本芳子（高槻市） 
「編隊飛行」 湯本正博（堺市） 
「日曜日」古地愛子（大阪市） 
「ローカル駅」 

中川富夫（八幡市） 
○入 選 青山光男、竹本千鶴、森山雅彦、

古地幸男、島田勝史、藤本孝治（以上大阪

市）、中村幸夫（豊中市）、荒川惣平、中村

誠司、筒井利枝子、大塚雅則、加田壮太郎

（以上吹田市）、山本宏宜（枚方市）、藤本

幸男、阿茂瀬邦男（以上堺市） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「昭和の匂い」加田  壮太郎さん 
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秋の撮影会「高野山」 
 

 

今回初めて平日に実施します。 
休日、一般観光客の方との混雑を避けて 

 

秋の高野山を満喫しよう‼ 

 

 

〇と き：2022 年 11 月 7 日（月）雨天決行 

〇ところ：高野山の紅葉スポット 

〇参加資格：どなたでも（会員以外も参加可） 

〇募集人数：４０名（先着順） 

 ★新型コロナウイルス感染状況で変更になる

場合があります。 

〇申込期間： 

９月７日（水）～１０月７日（金）必着 

〇参加費：会員 8,000 円 一般 10,000 円 

（バス代・傷害保険・コンテスト応募料含む） 

 昼食は各自用意 

〇申込方法：ハガキに郵便番号・住所・氏名・ 

 性別・携帯番号・会員番号・支部名（個人 

会員）・一般を明記 

★後日、振込用紙を送付いたします。 

〇申込先：〒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「秋の撮影会」係 

〇集合場所：中之島フェスティバルタワー北側 

 【集合 午前 8時 45 分、9時出発】 

 ★詳細はチラシ、または全日本写真連盟 

大阪府本部ＨＰを参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府本部は「大阪写真サロン」の作品を募

集しています。斬新な発想・独自の表現で腕試

し！  奮って応募して下さい！ 

 

＜応募要項＞ 
 

★テーマ：自由（大阪に限定しません） 

     未発表の作品に限ります。 

★資 格：どなたでも（全日写連の会員、 

非会員を問いません） 

★締切日：2022 年 10 月 31 日（月）必着 

★サイズ：カラー・モノクロとも四つ切り 

（ワイド四つ不可）・Ａ４の単写真に限る。 

★点 数：１人５点以内。 

★応募料：会員 1,000 円、一般 2,000 円 

     （定額小為替に限る） 

★応募方法：応募申込書に住所・氏名・電話 

番号・題名・所属支部・会員番号を明記 

して作品に同封。また作品の裏面に必要 

事項を明記した応募票を添付して下さい。 

応募作品は返却しません。 

★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 

「大阪写真サロン」係 

詳しくはチラシ、または全日本写真連盟大阪府

本部のホームページをご覧ください。 

 

2021年度「大阪写真サロン」推薦作品 

   「きらめき」 長原 恭子さん 

2022 年度 

大阪写真サロン 

作品募集中！ 
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大阪府本部会員限定の参加費無料 

「デジタル画像処理勉強会」 

６月１９日（日）に開催されました。 

 

当日は、参加申し込み４１人中３９人の方々が参

加されました。 

講師に青木竹二郎先生をお招きし、「デジタル

カメラとフォトレタッチ」についての実践的な考え方

と そ の 方 法 に つ い て 、 PhotoshopCC （ Creative 

Cloud）を使用し、カラーマネジメントの必要性やフ

ォトレタッチするためには「仕上り目標がないまま、

やみくもにいろいろな操作をしても思ったような画

像に仕上げることはできない」とレタッチの基本的

で最小限覚えることとして、ヒストグラム、トーンカー

ブ、マスク、レイヤー、調整レイヤー等わかりやす

い作例を交えながら、途中休憩をはさんで２時間

の講義をしていただきました。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<水無月展＞ 【Annex98 支部（中野 弘喜） 

 「急がば回れ！」】 

この作品は和歌山県みなべ町の南部梅林で

2020 年 2 月に撮影しました。 

ちょうどコロナが流行り出す直前の梅林散策

での 1枚です。梅林では梅の観賞以外にも猿回

しや餅投げなどのイベントがあり、ネタとして

は豊富にあったのですが満足いく写真が撮れ

ず肩を落としての帰り道、ふと前をみると子供

が坂道をショートカットして土手を登ってい

るではありませんか。すぐさまレンズを向けて

押さえました。 

私はこの作品に「急がば回れ！」という画題

を付けましたが、皆さんはいがかでしょうか？ 

土手の子供は、家族に遅れまいと土手を登っ

て追いつこうとしているのか。それとも家族と

は赤の他人で土手で遊んでいるだけなのか。 

皆さんのご想像にお任せしたいと思います。 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜写団清朋作品展＞【富田林支部（谷 茂樹） 

 「消費大国」】 

 道路沿いにある自動車のリサイクルセンタ

ーで、コンテナに積み上げられたアメ車が、目

に留まり撮影しました。ひときわ目立つアメ車

もさることながらコンテナも絶妙のセッティ

ングがなされていていました。 
 かつては、大量消費によってもたらされたア

メリカの繁栄もすでに過去のものとなってい

ます。今、まさに自動車の最終処分場で終末期

を迎えようとしているアメ車とオーバーラッ

プしているようにも見えますが、最後の有終の

美を飾っているのかもしれません。 

 

定価 2,750 円（税込） 

送料別お申し込み 

全日本写真連盟関西本部まで 

℡06-6201-8006 

 

読者の広場 

メール：photo-kansai@asahi.email.ne.jp 
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<いきものフォト展> 

【いきものフォト支部（三谷 信夫）「天高く」】 

『いきものフォト支部では、春から秋は蝶・ト

ンボなどの虫、冬は鳥も撮っています。 

 タンチョウは厳冬の釧路湿原、音羽橋付近の

ねぐらを朝８時前に、夫婦或いは子連れで餌場

に向かいます。 

 これは餌場の一つの「阿寒タンチョウセンタ

ー」に先回りして、舞い降りる優雅な姿を撮っ

たものです。』 

 

 

<写団清朋作品展> 【朝日フォト蕾（武田 圭

司）「リア・ショット」】 

 南港レンガ倉庫跡の撮影会に参加。以前から

興味あるクラシックカーが数多く展示されて

いる中、心わくわくさせながら写し廻りました。

ふと気づくと、同じ車がもう一台ガレージに止

められている様な光景に出合い、シャッタを切

りました。うまくこちらの“もう一台も見て欲

しい”と静かに訴える構図になりました。 
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○全日写連大阪府本部ホームページ 

 
 
 

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 

茨木支部 第 38 回写真展 

9 月 7日（水）〜9月 13 日（火） 

茨木市市民総合センターギャラリー 

 

船出写真倶楽部 第 26 回作品展 

10 月 11 日（火）PM1 時～ 10 月 15 日（土） 

大阪駅前第２ビル 5F ギャラリーA 

 

第 38 回 写真クラブ APO 展 

10 月 13 日（木）AM11 時～ 10 月 18 日（火） 

心斎橋ピルゼンギャラリー3F 

 

第 39 回 くらぶ Root 展 

10 月 18（火）〜10 月 23 日（日） 

大阪駅前第２ビル 5F ギャラリーB 

 

第 28 回 守口支部写真展 

10 月 21 日（金）～ 10 月 26 日（水） 

守口文化センターギャラリー 

 

第 10 回 デジタルフォト ゼロ・キュ展 

10 月 28 日（金）〜11 月 1日（火） 

心斎橋ピルゼンギャラリー4F 

 

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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