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◇新年のご挨拶◇ 
  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 

           中田 徹 

新年あけましておめでとうございます。大阪

に着任して早くも１年以上経ちました。おかげ

さまで会員みなさんとの活動を通じて、写真が

持ついろんな役割について、再認識する機会が

多くあった１年でした。 
その一つとして「ランウェイ」という作品が

印象に残っています。「全日本写真展２０２２」

の金賞受賞作なのでご覧になった方も多いか

と思います。大勢の大人が集まった和室のテー

ブルの上で、スポットライトを浴びているかの

ように小さな女の子が一人立って、拍手で祝福

されている写真です。その場の温かい雰囲気が

伝わり、審査会でも全員が納得の選出でした。 
結果が報じられると、この写真はＳＮＳを通

じて多くの人の共感を呼び、１０月に東京であ

った表彰式には、テレビ局も取材に駆けつけま

した。撮影者の渡辺進さんの受賞あいさつを聞

き、この写真のよさがあらためてわかり納得し

ました。コロナ禍で久しぶりに家族が集まった

新年会。ひ孫の１歳の女の子が皆の前で初めて

歩いた場面だったそうです。 
ささやかながらも人生の大切な瞬間は誰に

でもあります。個人個人が思いを込めてシャッ

ターを押す日常の光景の積み重ねが結果とし

て、人々の暮らしの歴史となって記録されてい

く。身近な一コマでも多くの人の心を動かすこ

とができるという、写真の持つ役割はデジタル

時代になっても変わりがないなと痛感しまし

た。 
そんな写真に出会えることを楽しみに、この

一年も過ごしていきたいと思っています。 
 
 

第 79 回朝日写真展 
 

＜締切迫る＞ 

◇締 切：2023 年 1 月 31 日（火）消印有効 
（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） 

 

 
 
 

＜くらぶ Root 展＞ 

【越村 茂「薬師堂の四季」】 

5 枚組写真の中の 1枚 

 京都府南丹市園部町天引、旧篠山街道沿い

に「天引薬師堂」が在ります。江戸時代には

往来が盛んになり、宿場としても栄えた時期

が有ったそうです。 

その頃に薬師如来像を祀り、村の人々や通

行人の無病息災と旅の安全を願って建立され

ました。 

田圃の真ん中に佇む小さなお堂に巡り合った

時の感激は、少しも薄れる事はありません。 

今に守り続けた人々の想いを、令和に生き

る者として記録を兼ねて作品にしたいと思い、

この度、組み写真「薬師堂の四季」に仕上げ

ました。これからも優しい姿のお堂に、人々

は癒れ続ける事でしょう。 

一度訪ねられては如何でしょうか。 

 
中之島公園一帯で関西本部と大阪府本部共催

のツインモデル撮影会を開催しました。 
新規会員と会員、合計３４人が参加し、元気い

っぱい可愛い双子のモデルさんとの楽しい撮

影会は、あっというまに予定の２時間が過ぎて

しまいました。参加された方々の作品は、関西

本部ホームページに掲載されていますのでご

覧ください。 
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60 歳以上の写真愛好家を対象にした「第 29 回

全日本シニア写真コンテスト」には全国から 269
人（1185 点）の応募がありました。審査の結果、
金賞に岩脇竪夫さん（三重県松阪市）の「団結の
輪」が選ばれました。 

 
今回の審査にあたって、テーマ性や表現の斬新

性そしてプリントの完成度などを重視して審査を
しました。選ばれた上位の作品をみると様々なテ
ーマを読み取ることができます。 
先発メンバーを中心とする選手とそうでない選

手を分ける大きな壁、シニア世代が直面している
老後の楽しみ方、通学時の平和な空気感など生き
生きと意義をもって生活することの大切さを感じ
ました。 
写真というものは、何を表現しどのように写し

撮っていくのかというところが問われます。これ

からも自分に必要な撮影テーマを見つけ、美しい
と思ったもの、疑問に思ったもの、感動したもの、
様々な事象を素直に見つめて写真を撮り続けてく
ださい。皆様の写真が評価され公の場所に発表さ
れるということは、その写真が多くの人に伝わり、
それが表現者としての最高の喜びとなります。 

ぜひ、写真という表現手段を諦めずに長く続け
ていただき、人の役に立つような１枚、そして自
分の人生を深くするような１枚にチャレンジして
いただきたいと思います。 
 

（審査委員長 ハービー・山口） 

 
ここでは⼤阪府在住者のみのお名前をお知らせし
ます。 
 
◯銅賞 「世界を股に」⾺場景⼦（⼤阪市） 

「鑑賞」鈴⽊⼀彦  （⼤阪市） 
 

◯⼊選 （⼤阪府本部会員のみ） 
「昼下り」井⼝博之、「仲良し」堀 廣⼀（⼤阪
市）、「⾵のいたずら」今井清博、「かわいいダン
ス」中村誠司、「朝のルーティン」⼤塚雅則（吹
⽥市）、「明⽇へ跳ぶ」⼭本⼀朗、「架橋」⼭本宏
宜（枚⽅市）、「午後のひととき」⼤村マサル（柏
原市）、「ひるがえる」岩室典雄（堺市） 
 

「朝のルーティン」 ⼤塚雅則 

 

「世界を股に」 ⾺場景⼦ 
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2022 年度大阪写真サロン 
審査結果発表 

 
（審査委員長の総評） 
この度の⼤阪写真サロンへのご応募有難う
ございました。マスク規制緩和等もあり写真活
動が広がっているようです。応募作品は、⼈物
や⾵景、イベント等バラエティーにとんだ作品
が集まりました。皆様の熱意を感じながら慎重
に審査いたしました。⼊賞⼊選には、⾯⽩い視
点や発⾒、狙いが分かりメッセージが伝わる作
品等が選ばれました。選外作品には、ユニーク
でもう⼀歩で⼊選となる写真もあり、次回への
チャレンジが期待されるところです 
審査委員 鞠川 寛（委員長） 塚田澄子 

 津田裕己 太田晃郎  
推薦「早く会いたい…」 長原恭子 

（兵庫県猪名川町） 

審査委員長講評 新たな生命の誕生を願う気

持を、大胆なフレーミングと独特のセンスで表

現した秀作です。 

 

特選「出番直前」宮部荘太郎 ( 枚方市 ) 
「出会い」田羅間カトリ ( 丸亀市 ) 
準特選「落 陽」松葉いわお ( 笠岡市 ) 
「縁 日」藤本幸男 ( 堺市 )  
「夏の日一景」中畑小夜子 ( 三豊市 ) 
入選 （以下は大阪府在住者のみ） 
「無関心」西谷順子 （ 大阪市 ） 
「喜色満面」中筋照敏 （ 大阪市 ） 
「不 安」大鋳真一 （ 大阪市 ） 
「夕 照」木下修二 （ 大阪市 ） 
「南国の朝」東 克彦 （ 大阪市 ） 
「アフタヌーン」松本由美子（ 大阪市 ） 
「おい、やめろ！」守實直之 （ 豊中市 ） 
「路傍に咲く」三橋十郎 （ 茨木市 ） 
「ひと休み」山本芳子 （ 高槻市 ） 
「優しい光の中で」山本弘美 （ 守口市 ） 
「一人舞台」山本宏宜 （ 枚方市 ） 
「酷 暑」福森浩子 （ 堺市 ） 

 
秋の高野山撮影会 ご報告 

 
 
昨年の 11 月 7 日（月）23 名の参加者を乗せ

たバスは紅葉真っ盛りの高野山へ向け出発し

ました。 
当日の朝は素晴らしい秋晴れでバスは最初

の撮影地、奥の院駐車場へ着きました。 
1時間半の撮影時間内で、逆光、順光を利用

して、通りがかりの人にモデルになっていただ

いたり工夫して作品作りをされていました。 
次にバスで金剛峯寺に移動、太陽は隠れてし

まいましたが見事な紅葉と荘厳な建物を絡め

て撮るなど、2時間の撮影で秋の一日を存分に

楽しまれた様子でした。 
帰りのバスに乗ってから小雨がパラつきま

したが大阪へ着くころには雨もあがり小焼け

が迎えてくれました。 
今回は平日実施でスムーズに動けて撮影す

ることができました。（今川美佐子 記） 
 

 
 

冬の撮影会 
（大阪港近辺） 

 
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 

コンテスト：応募締切 2月 16日（木）必着 

      （参加証を同封） 

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。 
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昨年8月30日にお亡くなりになりました元

関西本部委員長、大阪府本部委員の福永剛三

氏に寄せられました追悼文を掲載させていた

だきます。ここに謹んでお悔やみもうしあげ

ます。 

 

●写友 福永さんを偲ぶ 

 

大将！まりヤン！と呼び合った写友、元関

西本部委員長・福永剛三氏が旅立った。私達

は昭和 62 年度大阪府本部委員を委嘱された

同期生でした。数年後に８人で結成した「写

界人」という同好会で撮影会、最初で最後の

写真展、ビール片手に遅くまでの例会等、共

に過ごした年月は私の心のアルバムになった。 

或る日電話で、“俺、関西本部委員長になる”

と力強い声を聞いた時は少し驚いたが、彼が

最も輝いた時は関西本部委員長の頃でした。

2006 年の全日本写真連盟発足 80 周年記念撮

影会が、南港の「なにわの海の時空館・周辺」

に 3000 人を集めて開催された。関西本部以外

にも多くの写真家・地方委員の協力を得て盛

大に実施された。準備段階から委員長として

中心にいた彼の活躍をよく憶えている。 

 今年に入り、毎日 30 分の電話で色々な話を

したが、モノクロ写真の“バライタ”は良い

なーと言った声と家族への感謝の言葉が耳に

残る。 大将！楽しい 35 年を有難う。 合掌 

 

（関西本部委員 鞠川 寛） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

●全日本写真展 2022 結果発表 
 大阪府在住会員の入賞者 

◯銅賞 今川美佐子「山里のくらし」 

◯入選 鈴木一彦「狙われた街」 

◯大阪府優秀賞 島田勝史「都会のオアシス」 

 

 

●会員継続手続きのお願い 

１月から2023年度会員継続の手続きが開始さ 

れ、フォトアサヒに「振込票」が同封されています。

「氏名、金額、振込先加入者名、口座番号」が印刷

されたこの「振込票」で郵便局/銀行/コンビニなど

から（コンビニが便利です）継続会費納入のほどお

願い申し上げます。 

 

 

 
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 

第 1回 フォトくらぶ令和展 

1 月 25 日（水）〜1月 30 日（月） 

富士フイルムイメージングプラザ大阪 

 

第１3回 朝日フォト９９支部展 

 2 月 1 日（水）〜2月 6日（月） 

富士フイルムイメージングプラザ大阪 

 

第 17 回 写団清朋 作品展 

（富田林支部・船出写真倶楽部・かなん写真

クラブ・朝日フォト蕾・アール梅田） 

 2 月 14 日（火）〜2月 18 日（土） 

大阪駅前第２ビル 5F ギャラリーA & B  

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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