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コロナ感染の終息がいまだ見通せず、冬か
ら来年にかけて第３波が来るのか、インフル

コンテスト作品募集

エンザとの関連も…と、心配されています。
この２つのコンテストはこの時節柄（コロ
ナ禍）ですので、撮影した日時も特に指定し

大阪府本部では、秋の撮影会に続いて冬の

ません。新型コロナウイルスによる外出自粛

撮影会も中止になりました。それに代わる行

で撮影にも行かれなかった方も、昔撮った作

事として、２つの「テーマ・コンテスト」を

品を引っ張り出して、改めて見てください。

行うことといたします。

良い写真を再発見するかもしれません。あな
たのお宝を是非、このコンテストに応募して

「ファミリー」 をテーマとするもの

ください。（ただし、未発表作品に限る）

●テーマ詳細

このような意味合いをも含んだコンテスト

自分の家族・親類だけのファミリーに

でもあります。もちろん、今、撮った作品も

限定しません。また、人物に限定もして

ＯＫです！

いませんので、友人の家族・ペットと一
緒、動物ファミリーなど、あなたの感じ
たファミリーの写真をご応募ください。
ただし、人物を撮影した時には本人の了解、
子どもを撮影した時には親権者の許諾を得て
ください。こ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。

❖作

●応募締め切り
2020 １２月１５日（火）消印有効

品：Ａ４か四つ切り（ワイドは不可）の
単写真に限る。

５点まで

❖応募料：両方とも応募点数にかかわらず
会員：１，
０００円 一般：２，
０００円
（定額小為替に限る）

「 風 景 」 をテーマとするもの

❖応募方法：応募申込書および応募票に必要

●テーマ詳細

事項を記入の上、応募票を作品裏面にセロ

「風景」と言えば自然風景を思い浮か

ハンテープを輪にして貼付。応募申込書・

べますが、もっと広く考えてください。

応募料(定額小為替)と同封してください。

心の風景、夜景、ネイチャー、都市や建

❖応募先：〒530-0005 大阪市北区中之島

物の写真、風景写真の点景としての鉄道

2-3-18

写真、天体写真などです。

中之島フェスティバルタワー15F 全

日写連大阪府本部

●作品受付期間
2020 １２月２１日 → 2021 1 月２９日
(最終日の消印有効)

の後に「ファミリーフォト

コンテスト」又は「風景フォトコンテスト」と記入
詳しくは、チラシ、大阪府本部ホームページ
をご覧ください。
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●大阪府本部所属クラブの紹介

〇クボタ本社（大阪メトロ難波） 船出写真クラブ

（各支部名と主に使う例会場）

〇イサオビル４階（大阪メトロ四ツ橋）
いきものフォト

大阪府本部の会員には、クラブに所属する人

〇大淀コミュニティーセンター（大阪メトロ天神

の他に個人会員がおられます。それらの個人会

橋六丁目） フォトくらぶ令和

員の方からクラブを紹介してほしいとの声も
寄せられますので、大阪府本部所属５７支部の

〇例会場不定 ｅ ナイト・ フォトクラブ

地域別例会場と支部名をお知らせします。個人

〇中之島フェスティバルタワー15F （大阪メトロ
肥後橋） 彩 ＧＩＲＬＳ

情報の関係で支部長名や電話番号は控えさせ

〇大阪市淀川区民センター（阪急 十三）

ていただきますので、「全日本写真連盟大阪府

朝日フォト AZM

本部」のメールアドレス（電話はご遠慮ください。

〇北中道会館（JR 玉造、森ノ宮）

係が常駐していません）までご連絡いただければ

大阪写友会／フォトクラブ 707

ご相談に応じさせていただきます。仲間と共に

〇天五会館（JR 天満）

楽しみ、切磋琢磨するのも一つの方法かと思い

〇今川地域振興センター（近鉄南大阪線 今川）

ますので、参考にしてください。

東住吉秀光

（大阪市内の例会場とクラブ名）

〇ＫＵＭＯＮなかはま教室（大阪メトロ緑橋）

〇大阪市立生涯学習センター梅田 大阪駅前第

朝日フォト 2010

２ビル５階 （最寄り駅 大阪メトロ梅田駅等）

（大阪北部地域の例会場とクラブ名）

朝日フォト蕾／フォト小町／朝日フォト 2003 春／

〇茨木市民総合センター（JR 茨木） 茨木支部

朝日フォト 2003 写創／アサヒ・ゼロフォ／アール

〇吹田市男女共同参画センター（JR 吹田）

梅田／デジタルフォト 09／フォトグループ 001

吹田写友会

〇高津連合会館（大阪メトロ日本橋）

〇守口市役所内 中部エリアコミュニティセンター

朝日フォトさくら／大阪写真研究会／くらぶ Root

（京阪 守口） 守口支部

／グルッぺ･フォトアイ／写真クラブ APO／フォ

〇千里公民館（大阪メトロ千里中央） 北斗写友会

ト･シャドー(写道)

〇高槻市立富田公民館（阪急 富田） 高槻支部

〇大阪市西区民センター（大阪メトロ西長堀）

〇岡老人クラブ集会所（枚方市駅）

朝日フォト 2001／日曜クラブ／エンジョイフォト・

枚方写真クラブ

12／ｅ トレイン・ フォトクラブ

（大阪東部地域の例会場とクラブ名）

〇大阪市立東住吉会館（大阪メトロ駒川中野）

〇大東市立生涯学習センターアクロス（JR 住道）

東住吉フォトガンバ／東住吉 901

写真くらぶ未来

〇大阪市中央区民センター（大阪メトロ堺筋本町）

〇末広会館（近鉄久宝寺口）

朝日フォト 2003／朝日フォトカフェ 13

〇東大阪市立東体育館（近鉄 瓢箪山） 枚岡支部

朝日フォト 99／朝日フォトイレブン

〇生駒セイセイビル（近鉄 生駒）

〇大阪市東成区民センター（大阪メトロ今里）

渦潮会

（大阪南部地域の例会場とクラブ名）

デジカメ四季

〇堺市総合福祉会館（南海 堺東） フォトわかば

〇平野老人憩の家（大阪メトロ平野） 平野支部

〇松原公民館（近鉄 高見ノ里） 松原写友会

〇大阪市北区民センター（JR 天満、大阪メトロ扇町）

〇河南町立大宝地区公民館（近鉄 喜志駅バス大宝）

朝日フォト 2007

かなん写真クラブ

〇大阪市天王寺区民センター（大阪メトロ四天王

〇富田林きらめき創造館（近鉄 富田林西口）

朝日フォト 12

〇長原会館（大阪メトロ出戸）

八尾くらぶ萠

〇布施駅前市民プラザ（近鉄 布施）東大阪支部

〇大阪市立中央会館（大阪メトロ長堀橋）

寺前夕陽丘）

土筆支部

富田林支部

フォトフレンズ Z

〇金剛公民館（南海 金剛） 金剛写楽

〇ニュートーキョウ（大阪メトロ梅田等） 写楽 2008
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分もやってみようと思いはじめ、コンパクト

がんばる会員 ご紹介

カメラで写真を撮り始めた。しかし、本式に
写真を始めたのは３～4 年前からだそうだ。
ソニーの一眼レフを買い、カメラ雑誌を読ん
で勉強するようになった。
「フォトコン」が写
真の先生になったのだという。
今まではどこにも所属せず自分一人で撮影
に行っていたが、本で習っても現地へ行けば
忘れることも多く覚えきれなかった。信州な
どへ泊まり込みで撮影にも行ったが、近頃は
遠くではなくて近くへ撮影に行くことが多く

↑佐藤講一さん（茨木市）とその作品

なってきた。気になった所は何度でも季節や

ある写真展を見に行って 1 つの写真が目に

時間に合わせて撮影に行けるからだ。最近で

ついた。霜のおりた水辺に生える 1 本の木の

は琵琶湖や室生湖などへよく行っている。１

下部に、まといつく様に朝モヤのある写真。

年前から誘われて茨木支部に入会し、現在は

木の葉にはうっすらと朝日が射していた。作

ソニーα99 を持って頑張っているという。

者を訊ねると、たまたま会場にいらっしゃっ
たので作者の佐藤さんと写真談義を始め、イ

●第 81 回

ンタビューを受けていただくことになった。

国際写真サロン

独創性と芸術性に富む作品募集

本人の弁では、自分は初心者だと言うがな

▪応募先

かなかの作品だった。父親の介護に愛知県の

朝日新聞東京本社

全日本写真連

盟事務局「国際写真サロン」係

豊橋市まで３年間通っていたが、その後我が

▪応募締め切り

家の近くの施設に来てもらっていた父も１年

▪応募料

前に旅立っていった。多趣味だった父は写真

１1 月３０日（月）必着

会員２,０００円

一般３,０００円

▪Ｕ３０（３０歳以下）の部門もあり
（Web に限る）学生・高校生は応募料無料

もやっていて、豊橋の家にはカメラもあった
という。そのカメラが何となく気になって自

（詳細は全日本写真連盟ホームページ参照）

組写真
1.

船出写真倶楽部写真展より 赤石圭さんの作品「鬼 追 い 」

「船出写真倶楽部第 24 回作品展」が８月 30 日から開催されました。本倶楽部は 2001 年、全
日本写真連盟大阪府本部に加盟し本格的写真倶楽部として活動を続け今に至っています。

2.

作品展には会員の「個人作品」24 点と「秋田県の撮影旅行写真」17 点の合計 41 点が展示され
ました。下 の 作 品 の 画題「鬼追い」は、７匹の鬼が松明の炎で無病息災を祈願する長田神社（神
戸市）の節分祭「古 式 追 儺 式 」 で撮影したものです。
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（赤石

圭 記）

読者の広場

●大和ことば
少し前になるが、富士フイルムフォトサ
ロン大阪のギャラリーでプロ作家の風景
写真展があった。写真の素晴らしさはも
ちろんだったが、多くの単写真に付けら
れているタイトル１つひとつに私は魅
せられた。それぞれの作品に合った優し
い深みのある言葉が添えられているの
だ。居合わせたカメラマンに「失礼なが
ら…」と、写真はもちろんだがと断って
からタイトルの素晴らしさを訴えた。す
ると「タイトルはわが妻の作です」と言
って満更でもなさそうな顔だった。女性
ならではの感性なのだろうと納得し、い
くつかの言葉をメモして帰った。
作品にタイトルをつけるのは難しい。
そこで一つ提案として大和ことばを再
認識してみてはと思う。特に組作品には

↑朝日フォト 2001 飛翔展より「戯れ」
７月の堺市白鷺公園にピンクの花が美しい蓮の
季節がやってきました。その公園でアマガエルが蓮
に可愛い顔を覗かせてくれるのを期待して撮影に出
かけました。途中で出会ったカメラマンから、蓮に
たくさんのスズメが飛び回っていると聞きました。
そこで撮影対象を変えて、次の日から連日、蓮とス
ズメを撮るために公園に通いました。花の中に入る
のを待ち、可愛い営みを撮り続けました。
心を癒される写真が撮れたことが嬉しく、情報を
くれた人や一緒に撮影した人達に感謝の気持ちでい
っぱいです。
（三山正邦 記）

優しさ、優雅さや豊かな表現力という点
では効果的ではないだろうか。
現在日本で使われている日本語には、
中国から取り入れた漢字を音読みする
「漢語」、中国以外から入ってきて、主
にカタカナ表記する「外来語」の他に、
日本で日々の暮らしの中から自然発生
やまと

的に生まれた固有のことばの和語（大和
ことば）がある。和語の中でも主に平安
時代に用いられた言葉は大和ことばの
代表的なものとされ優雅さがある。

写真展のご案内

平安時代はさておいても、今でも時の
表現、挨拶、手紙、おもてなしなど一般

◎フォト わ か ば 写 真 展

的によく使われている。

１２月１１日（金）～ １２月１７日（木）

四季の言葉の例として挙げてみた。

10 時～19 時 最終日は 14 時まで

花笑み、花冷え、花の波、風光る、花ごろも、花

富士フイルムフォトサロン大阪

だより、花いかだ、水ぬるむ、うらら、うららか、
五月晴れ、なたね梅雨、青あらし、風かおる、涼
かぜ、油照り、雲の峰、蝉しぐれ、初紅葉、小春

全日本写真連盟 大阪府本部事務局

日和、菊日和、露しぐれ、秋おしむ、秋の声、小

〒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

春風、山粧う、豊の秋、野分晴れ、雪を粧う、初
氷、月凍る、影凍る、もがり笛、山眠る

頭の体操になりますよ。

等

Ｋ.Ｍ.
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