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⽀部選抜作品展 終了 
 
 

４年ぶりに開催された「支部選抜作品

展」が無事終了しました。 

事前アンケートにより２３の支部が参

加され、４６作品を展示しました。 

今回はレンタル額使用や、入賞なし等

初めての試みもありました。 

又、「冬の情景コンテスト」との同時開

催でもあり、来場者数が気になるところ

でした。 

コロナ禍ではありますが、会期中は約

2,700 人のご来場を頂き厚く御礼申し上

げます。 

作品展をご覧頂いた方が支部紹介を見

て、入会されたことも有ります。 

支部会員の皆様にとって、この作品 

展は良い発表の場となります。 

２年後の「支部選抜作品展」に向け 

より多くの支部が参加されますよう、 

ご協力をお願いします。 

 
 
 

 

 

 

冬の撮影会を開催します。大阪港近辺

で行います。港湾・海遊館・天保山・渡

し船・船舶など多彩な被写体を撮影して

下さい。皆様のご参加、お待ちしていま

す。 
開催日：2023 年 1 月 22 日（日） 
参加料：会員・一般とも無料 
集合場所：海遊館広場前 
集合時間：10 時 ・参加証を配布します 

 
 
◯現地集合・自由解散 
-----コンテスト----------------------------------- 
応募締切：2023 年 2 月 16 日（木）必着 
応募作品：当日の作品で 5 点以内 Ａ４

か、四つ切(ワイド不可）の単写真 、組写

真は 50×60cm の薄紙（ケント紙相当）

に、六切り～A4 を 4 枚以内でレイアウト 

【応募作品は返却しません】 
応募方法：規定の応募票（コピー可）に

所定の事項を記入の上、作品裏側右下に

テープを輪にして貼付。応募申込書に所

定事項を記入の上、作品に同封。 
（※当日配布の参加証を同封） 
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】 
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 
   冬の撮影会係 
＜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。 
入賞者は作品データーを提出していただ

きます。 
賞 ：推薦【１点】 特選【3 点】 

 準特選【5 点】 入選【15～２０点】 
詳細は全日本写真連盟大阪府本部 HP、チ
ラシをご覧ください。 

ト 
「私の夏」 作品募集 
テーマコンテスト 
「私の夏」 作品募集 
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夏のテーマコンテスト「私の夏」 
審査結果発表 

 
＜審査委員長総評＞ 
締め切りが、後何日もないのに応募数が伸び

ない・・・。 
知人に電話したり、関西本部の四国の役員さ

んに協力をお願いしました。会員さんに呼びか

けますという事で、四国からもたくさんの応募

をいただくことになり最終的に 250 点が審査の

テーブルに上がる事になり競争倍率が厳しい結

果となりました。 
応募内容はコロナで厳しい制約を受けた 3 年

間が爆発したかのようにお祭りの写真が多かっ

たですね。 
プリントの仕上がりもきれいに出来ていると

思いました。 
審査委員：広瀬 裕子（委員長）津田 裕己 

横山 周作 
○推薦「伝統の鉾建て」中川 富夫 
         八幡市 
◯特選「町中の清流」嶋田 博 
         堺市 
   「真夏日」古地 愛子 
         大阪市 
◯準特選 
   「食べてって」中畑 小夜子 
         三豊市 
   「夏の思い出」中村 昭夫 
         四日市市 
   「あこがれ」守實 直之 
         豊中市 
◯入選 斉藤 貴、島田 勝史、東 克彦、 

山口 邦夫（以上大阪市）岡本 洋三 （世田

谷区）長谷川 覚 （吹田市）山本 芳子 （高

槻市）井上 秀昭 （守口市）重原 信彦 （寝

屋川市）岡村 明敏、山下 和男 （以上枚方

市）足立 和子 （富田林市）三浦 征志浪 

（城陽市）田羅間 カトリ （丸亀市）箸方 陽子 

（香川県仲多度郡） 

 

 

 

 

 

 

 
 

●全日本 お城写真コンテスト 
 

関西本部主催のコンテストに大阪府本部からは 

以下の 4人が入賞されましたのでお知らせしま

す。おめでとうございます。 

 

奨励賞 「トライアスロン in 大坂城」 

重原 信彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選  「いくさの記憶」木村 薫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選  「高取城跡」古地 幸男 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入選 「castle in the city」長原 恭子 
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＜２００３春・フォト小町 合同写真展＞ 
【２００３春支部（志馬 昂）「白鷺の舞」】 
支部創設が同年という誼で、共に交流・研鑽

を重ねて来たフォト小町支部との「第１３回合

同作品展」、不運にも第７波真っ只中ではあり

ましたが、皆さまのご支援を得て、３年振りに

開催する事が出来ました。 
さてこの作品ですが、長引く籠り生活で鬱々

とした日が続く寒い朝、思い切って近くの京都

府立植物園へ出かけました。フウの樹の下にあ

る小さな池で獲物を狙う鷺を見つけ、３０分ほ

ど追っかけた中の一枚です。 
シンメトリーの構図が面白く、意外性を表現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するため縦位置にしました。 

画題については、社交界にデビューした若き

貴公子の姿をイメージし、「白鷺の舞」としま

した。 
 

 
第 79回朝日写真展 作品募集 
 
【応募規定】テーマは自由。１人５点以内。３

年以内（2020 年１月以降）に撮影した未発表

作品。単写真はＡ４・ワイド六つ切。組写真は

４枚まで 
【応募料】会員２，５００円 WEB 会員・非

会員３，５００円（点数に関係なく一律） 
振込先は関西本部 HP・チラシで 
【応募方法】チラシ裏面の応募申込書（コピー

可）を使用。必要事項を明記の上、作品１枚に

つき作品票１枚を裏面に貼付。 
【応募締切】2023 年 1 月 31 日（火）消印有効 
【応募先】〒530-0005 大阪市北区中之島 

２－３－１８－１５Ｆ 
全日本写真連盟「朝日写真展」係 

【発表】フォトアサヒ誌面、朝日新聞紙面、 
全日本写真連盟ＨＰ 

【賞】朝日大賞１点、朝日特別賞２点、 
朝日賞１０点、入選４０点 

【お問い合わせ】全日本写真連盟 関西本部 

TEL: ０６－６２０１－８００６ 
 
※詳細は関西本部 HP・チラシをご覧くだ
さい 
 

＜２００３春・フォト小町 合同写真展＞ 
【フォト小町（西野 美智子）「水変化 みずへんげ」】 

私はモノクロ写真が好きです。 
色にあふれた世界をあえて白と黒で表現する。 
それは世界を限定するのではなくむしろ想像力をかきたてて実物以上に色鮮やかな世界を表現する事だと 
モノクロ写真撮るようになって気づきました。 
色というにぎやかな情報がないからこそ感じる音だったり匂いだったり手触りや質感、気配だったり... 
そういった普段見えないものが見えてくる楽しさに夢中になる日々です。 

 

読者の広場 
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＜吹田写友展＞ 
【吹田写友会（加田 壮太郎）「かくれんぼ」】 
 
最近、ワンタッチテント（簡易テント）が公

園や浜辺でよく見かけるようになりました。 
流行りのテントを絡めて写真を撮りたいと

思い、服部緑地で撮影しました。 
子供の影がテントに映っていたので、影の形

に注意しながらシャッターをきりました。 
 
 

＜吹田写友展＞ 
【吹田写友会（筒井 利枝子）「時のトンネル」】 
 
コロナ自粛に飽きて、滋賀県甲賀市の MIHO 

MUSEUM へ。 
桜並木を通り、トンネルを抜けるとそこは桃

源郷。建物の 80%が地中に埋められたミュージ

アムが現れる。 
普段は観光客でにぎわうトンネルが、コロナ

パンデミックの折なので閑散と逆に人が現れ

るのを待って撮影しました。 
コロナの時期だからこそ撮れる作品かなと

思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●訃報 

 大阪府本部委員の福永 剛三氏が 8 月 30 日

にお亡くなりになりました。永年、府本部委員

や関西本部委員長として、ご指導いただいてい

ました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 

 

 

第 20 回 全日本動物写真コンテスト 
 

＜締切迫る＞ 

◇締 切：2022 年 11 月 18 日（金） 

◇応募料：全日写連会員 2,500 円 

         一般 3,500 円 

（ゆうちょ銀行からお振り込みください 1 人 5

点まで点数に関わりなく一律） 

作 品：A4 またはワイド六切り 

応募先：〒530-0005 大阪市北区中之島

2-3-18-15F 全日本写真連盟関西本部 

全日本動物写真コンテスト係 

（詳しくはチラシ、全日本写真盟関西本部の 

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 

フォト わかば 2022 写真展 

11 月 4日（金）〜11 月 10 日（木） 

富士フイルムフォトサロン大阪 

 

吹田写友会 30周年記念写真展 日々愛写 

 11 月 18 日（金）〜11 月 24 日（木） 

富士フイルムフォトサロン大阪 

 

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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