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東京支部が幹事の2019年JNP大撮影会の下見実施 

 

すでにご案内をしていますが、来年は「2019年ＪＮ

Ｐ大撮影会」を開催する予定になっています。 

この大撮影会は、ＪＮＰ本部として年２回（春・

秋）開催されているもので、全国から会員メンバーが

集まる撮影会です。 

2019年は「ＪＮＰ夏の撮影会」と称し、東京支部が

幹事役で開催する大撮影会です。 

2019年7月27日（土）～29日（月）河口湖畔に宿泊

し「花のある風景」をテーマに、河口湖「早朝の富

士」、山中湖「花の都公園」、富士見高原リゾート

「花の里」、北杜市・明野「ひまわり」を撮影場所と

した企画です。 

参加者は、予定では約70～80名の会員メンバーが全国

から集まる予定です。 

去る7月

29日(土)、

30日(日)と

紀田さん、

高橋さん、

鈴木（暎）

さん、菅澤

さん、太田

さんそして、私の６名で、予定している撮影地（花の

状態）、宿泊施設、講演会会場、昼食会場等を回り、

下見をして来ました。 

天候に左右はされますが、今年の花の状況はまあま 

出した。ただ、来年はどうなるか？心配なところです

が。 

今後、下見での状況を反映し、詳細企画を立て、本

部と調整の上、推進していく予定です。 

この大撮影会は、ＪＮＰ本部としての大きなイベン

トであり、また、東京支部としてもＪＮＰ各支部、会

員メンバーとの交流の場でもあり、大撮影会を通し、

東京支部ここにありと言うＰＲを含め、絶対に成功さ

せて行きたいと思っています。 

このためには、支部メンバー全員の協力と団結が必

要です。 

前回の大撮影会「鳥海山」での大撮影会は幹事役で

ある宮城支部の方々（約20名）がほぼ全員でホスト役

を務めていました。 

是非、協力をお願いします。 

開催の2019年7月27日(土)～29日（月）の予定を確保

しておいて下さい。     （文・写真：戸張眞） 

 

「東京支部第16回作品展進捗状況」報告  

 

2018年 11月 16日（金）から 22日（木）にかけて、

富士フォトギャラリー銀座スペース１にて、第 16回作

品展を開催します。6 月末日時点での東京支部会員及

び会員見込みの方々30 名中 28 人の方々に参加いただ

き、準備を進めております。8月 17日（金）に展示作

品の選定を終わりました。 

（文責：井上武夫） 

 

      秋の撮影会開催のご案内      

 

来る10月7日（土）から9日（月）の３日間、「秋を

撮る」をテーマに、「2018年東京支部・秋の撮影会」

を開催します。 

今回の撮影会は、紀田さんに紹介いただいたホテル

に宿泊し、白樺湖、霧ヶ峰、蓼科周辺のツタウル

シ、紅葉を撮る撮影会です。 

撮影ガイド＆アドバイザーとしては、写真家・久野

鎮氏（日本写真作家協会、日本写真芸術学会）と我

が東京支部・撮影技術担当の高橋清さんが担当しま

す。 

現在、16名の方が参加予定。２泊３日の秋の撮影

を楽しみたいと思います。（文責：戸張 眞） 

 

ＪＮＰ「四季のいろ」選抜展＆祝賀会報告 

 

日本風景写真協会の創立は、2002年（平成14年）7

月に京都にて誕生致しました。早いもので2017年にて

15周年を迎えましたが、会員数もここ数年1,400名を

推移しており、この度の選抜展は、全員参加を目標に

昨年の10月に刊行された「1258人の風景写真：全152

頁」からなる作品群を落井会長、小松、中西両指導会



員による審査により109点が選出されました。 

選抜された作品の展示は、第７回「四季のいろ」展

として富士フィルムフォトサロン東京を皮切りに、そ

の後全国展開になりましたが、東京展の来場者総数

は、7日間で9,834人を数え、開催地が都心の一等地で

ある事がうなずけます。 

ちなみにこのような多数の来場者が集まる国内の会

場では、富士フィルム関係では皆無との事でした。来

場者の皆々様には、素晴らしい自然風景を心に植え付

けられた事と推察されますが、それらの表現は、見る

人の心を揺らし、一時の花鳥風月の世界への招待状と

なれば、幸いかもしれません。 

開幕初日の5月11日(金)の夕刻からは、六本木のレ

ストランにて、祝賀会が開催されました。今回の祝賀

会は、輪番制どおりに神奈川支部に担当していただ

き、写真団体、カメラ会社、出版社関係、指導会員５

名、会員50名の総勢76名の出席者の下、賑やかな歓談

と再会の場を取りまとめていただき、盛会裏に終了い

たしました。 

現在の「四季のいろ」展開催は、終盤となりました

が8月15日（水）からの会場である郡山市民文化セン

ターが閉幕し、10月9日（火）からは、高松市美術館

へと順次展示されます。思い起こせば２年に一度のＪ

ＮＰの大イベントである「四季のいろ」展の第１回

は、2004年8月でしたが、会員の皆様もこれからの未

来に向けて末永く自然風景と対峙し、撮影計画を準備

している時のわくわく感を忘れずにシャッターを押し

続けて欲しいと思います。ある著名な写真家の言葉の

中に、「彼らが開く写真展は、作品として鑑賞する以

前に、元気に人間やってます。といった自己顕示のよ

うに見えてきます。きっと良い写真が撮れたときに

は、自身の健康はいっそう増進されるのではないだろ

うか。その逆の場合は、発奮材料となって、彼らはま

すます元気に野山を歩き回るだろう。」との文字が印

象に残りました。そして願わくは自分自身もそのよう

な境地を目指したいと念じておりますが・・。   

（文責：紀田幸男） 

 

関東５支部＋長野支部合同展報告 

 

猛暑の中、2018年7月14日（土）～22日（日）の7日

間、会場である埼玉プラザ・ノース・ギャラリーにて

「関東５支部＋長野支部合同展」開催されました。 

 ・テーマ ：四季の旋律 

 ・出展数 ：大全紙・・・約１４０点 

 ・関係支部：埼玉支部、群馬支部、神奈川支部、千

葉支部、長野支部そして、東京支部。展示会場は、７

部屋、一段飾り、個別スポットライトに照らされた作

品は、圧巻・・東京支部メンバーからは、会場は遠い

けど良い会場、良い作品、良い展示との感想が多かっ

た。 

来場者は、ＪＮＰ指導会員・小松ひとみ先生による

講演会行われた15日（日）の580名が最高で、猛暑に

も係わらず毎日約100～140名（6日間で合計約1,350

名）の方々が、埼玉プラザ・ノース・ギャラリーに足

を運んでくださいました。 

関東５支部＋長野支部合同展は、過去2003年に関東

５支部として富士フォトサロン東京で開催されました

が、それ以来10年ぶり、今回の開催は2回目。  

その後、開催は行われず、本部からの開催要請によ

り、関東地区担当の常任理事・曽我さんの音頭で、埼

玉支部の方々が事務局となり開催されました。 

開催までの事務局を勤めていただいた埼玉支部の皆

様（特に、責任者として対応していただいた沼野様）

本当のありがとうございました。 

（文責：戸張 眞）  

 

2018 東京支部特別展報告 

 

7月 27日（金）から 8月 2日（木）にかけて、富士

フォトギャラリー銀座スペース２にて、2018特別作品

展「秀麗彩美－２０周年を目指して－」が開催されま

した。展示作品数は２５点。関東５支部＋長野支部合

同展での展示作品（東京支部分）に４点を追加し、東京

近辺の方々にご紹介するための企画でした。 

酷暑、か

つ、台風襲

来にも関わ

ら ず 、 約

640 人を超

える方々に

ご来場頂き

ました。 

今回は、



写真入りの目録を採用いたしました。これは大変好評

で、今後とも続けることと致します。 来場の方々の

感想は概ね好評でしたが、幾つか反省点もあり、今後

に生かしていきたいと思います。 

 

次に会場風景など紹介いたします。  

 
 

 

 

 

 

 

 

（文・写真：井上武夫） 

 

2018年山口先生同行による初夏の秩父撮影会報告 

 

ある6月26日（火）-27日（水）の2日間、11名のメ

ンバーが参加し、「秩父を撮る」をテーマに、2018年

東京支部・初夏の撮影会が開催されました。 

今回の撮影会は、山口先生のガイドと撮影指導によ

る撮影会であり、支部としてはプロの先生との撮影会

は初めての経験。 

初日は、11時30分、宿泊先である「浦山山荘」に集

合、まず、第一の撮影場所（美ノ山公園）に向かっ

た。次に、勇壮な秩父華厳の滝（紅葉の時期も素晴ら

しそう）、駐車場近くの渓流には、「雪の下」の群生

があり皆、撮影を楽しみました。 

撮影終了後は、お風呂に入り、浴衣に着替え、夕

食・懇親会。 

２日目は、3時起床、三峰神社付近での早朝撮



影・・朝日は射したもののほんの僅かな時間・・しか

し、雲海、雲の動きが素晴らしく、皆、足場の悪さ、

虫に刺されながらも、無言で撮影。また途中、水墨画

を思わせる山々の撮影を楽しみながら宿舎である「浦

山山荘」に戻り、朝食。 

朝食後は、まだ行った事がない「山アジサイ」の群

生が咲く杉林（ガスで出たら最高の場所。今度は雨上

がりの早朝に行きたい）での撮影を楽しみ、最後の撮

影地である荒川源流に向かい撮影終了後、遅お昼を食

べ解散。 

今回の撮影会は、山口先生のガイドときめ細かな撮

影指導を初めて体験しました。参加者の皆さんの感想

は、「条件設定を変えながらの１０数カットの撮

影！」「とても良かった！」「是非また開催を！」

「参考になった」と好評。 

山口先生、いろいろとありがとうございました。 

皆様、お疲れ様でした！    （文責：戸張 眞） 

                                 

篠原さんによる特別研究会報告 

 

１．日時：2018年7月7日（土）14:30～17:00 

２．会場：中小企業会館８Ｆ・Ａ会議室 

３．講師：篠原さん（東京支部メンバー・プロ写真

家） 

４．参加メンバー数：会員１６名 

 

2018年7月7日（土）今年度の特別研究会が開催され

ました。 

今回は、篠原さんに講師をお願いし、ご自身の作品

紹介していただきながら「プロ写真家としての個展の

開催」「フォトショップによる作品としての仕上げ」

をテーマに特別研究会が進められた。 

篠原さんは、東京支部唯一のプロ写真家。依頼先の

要望に合わせ、作品をアレンジする仕事と平行し、

「つつじ」「癒しの小動物」をテーマに作品を発表し

ている。    

参加者

の感

想・・篠

原さんの

プロ写真

家として

の仕事、

個展を開

催する時

のプロとしてのチェックポイント、そして、フォトシ

ョップによる簡単な作品の仕上げ方・・大変講評であ

り、今後、ＰＣ持参のフォトショップによる作品の仕

上げ方を是非開催して欲しいと要望が多かった。 

特別研究会終了後は、場を「ニユートーキョー数寄

屋橋店（ビールの美味しいお店）」に移し、篠原さん

のご婚約祝いを兼ね懇親会が行われた。懇親会の中で

は、本日の講義の感想、意見交換、撮影地情報等熱の

入った写真談義で時間も忘れ楽しいひと時を過ごし

た。 

篠原さん・・・一度、特別研究会「ＰＣ持参のフォ

トショップによる作品の仕上げ方」の企画をさせて下

さい。勿論、ギャラ（すずめの涙！）ですが、用意し

ますよ。          （文責：戸張 眞） 

 

山口先生による2018年第2回定例研究会の報告 

 

１．日時：2018年6月9日(土) 14:00～17:00 

２．会場：中小企業会館・銀座 8Ｆ Ａ会議室 

３．講師：山口高志先生（風景写真家） 

 

2018年6月9日(土)、東京支部2018年第2回定例研究

会が行われました。 

今回は、東京支部入会希望者の方が数名見学と言う

ことで参加され、席を探すのも大変な状況下での定例

研究会でした。 

定例研究会は、第１回定例研究会の反省を踏まえ、

以下のような流れで進められた。   

・１人当たりの個人別講評時間は、当日の出展者数に

より決定する。 



   ⇒５～７分程度になる。料理用ストップウオッ

チを活用し、１分前にベルを鳴らす。 

・5作品１作品毎に、先生からの作者への簡単な質問

を行い、その後、先生から講評を受ける。 

・講評に当たっては、先生と作者の意見交換をしな

がら進める。 

・最後に、出展作品５点の中から金賞・銀賞を選ん

でいただく。 

・全講評が終了後、金賞作品を全部張り出し、先生

の好きな作品を５～７点程度選んでいただき、そ

の理由を説明してもらう。 

   ⇒良い作品を順位をつけて選ぶと言うことでは

なく、あくまで先生の好きな作品とする。 

1人当

たりの講

評時間に

ついて

は、参加

人数から

割り出

し、今回

は１人７

分とし講評を進めた。初めはぎこちなかったが料理用

ストップウオッチを活用することにより、徐々に、先

生も慣れうまく進行することができた。 

内容的には、先生から作者への問いかけ、作者から

先生への質問等も出、作者と先生の交流の中で進みつ

つある。 

ただし、今年に入り入会者も増え、また、出席率も

高くなってきているため、講評の時間が不足し、先生

の作品による説明、講評を通じた総合アドバイス等の

時間が取れず、今後は、講評に当てる時間を増やすこ

とを考える必要も出てきた（役員会と定例研究会の日

を変え

る、な

どの工

夫が必

要か

も）。 

個々

の作品

の講評

後、先生が金賞として選んだ作品を全部張り出し、そ

の中から先生の好きな作品５点を選んでもらい、選ん

だ理由を公表してもらった。これについても、好評で

あり、今後も続けることとした。 

終了後は、いつもの懇親会・・先生も参加していただ

き、時間も忘れ、今回の定例研究会の感想、写真談

義、６月の山口先生による撮影会の内容等で盛り上が

りました。    （文・写真：太田桃子、戸張眞） 

                                                  

新たな仲間を迎えて 

 

2018年7月以降、５名の方が東京支部の新たな仲間に

加わりました。 

●須加尾さん：ＪＮＰ創立から加入していましたが、 

周年事業に応募するくらいでどこの支部にも所属せ 

ずに風景を撮影していました（「１５周年記念四季 

のいろ展」で入選）。 

⇒今後は、講師の先生、支部の仲間から刺激を受

けながら、楽しく良い作品作りをしていきたい

と思います。また、撮影回数ももう少し増やし

たい。 

●果音さん：写真歴：6年、この歳で出逢った道楽で

す。道楽ならば本気で！が信条です。 

⇒今後はこれに加えて、本気ならばとことん楽し      

んで！そうした写真ライフを目指しておりま

す。 

●野間清治さん：写歴ほぼ４年、今までは延べ日数ベ

ースではスイスでの風景撮影が最多、頻度では裏磐 

梯での風景撮影が最多。その意味では、作品展で海

外（スイス）の風景写真が対象外なのは残念！！ 

⇒今後は、これまでの撮影環境に加え、新たな環 

境（講師の先生・仲間）から刺激をもらい、 

技術のレベルアップを目指したい。 

●野間芳子さん：写真歴は約４年、これまでは、 

18-200mmのレンズで、キャンバスに気軽に描いた感 

じの撮影が中心であった。 

⇒今後は、広角レンズを使ったパンフォーカスな

風景など、いろいろな写真に挑戦したい。 

●渡辺直昭さん：写真歴３０年、人物以外は全て対象 

と言うセミプロ写真家。以前は、全国津々浦々、車 

中泊をしながら撮影をして来たが、現在は棚田、風 

景をメインに撮影。 



⇒今後は、都内、近郊の風景を追っかけて行きた

い。 

東京支部も徐々に仲間が増え、いろいろな活動が 

できるようになってくると思います。 

当面、会員メンバー３０名（現在３１名）を上限と

し、自由な雰囲気の中で、お互いのコミュニケーショ

ンを通じ、撮影技術の向上を図り、風景写真を楽しむ

会を目指して行く予定です。   (文責：戸張眞） 

   

“私のお気に入り撮影スポット” 2018年第 2回 

 

実家が長野県にあるため、帰省がらみで県内の撮影

地に行く機会があります。 

高山村の五大桜、須坂の弁天桜はすぐ近くですが、風

景写真を撮るようになるまで知りませんでした。改め

て長野県の魅力を再認識している次第です。 

県内にはいくつも好きな撮影地がありますが、中で

も霧ヶ峰や美ヶ原高原はお気に入りの撮影地です。霧

ヶ峰高原にある八島湿原は標高1625ｍの高層湿原で、

周囲には遊歩道があり１周する事ができ、様々な表情

がみられます。 

６月はレンゲツツジの群生、８月はヤナギランの群

生やシシウド、オニユリなどの花とからめた撮影が楽

しめます。標高が高く池塘があるので、夜明けの頃は

ガスが出やすく、運がよければ素晴らしい朝焼けに出

会えます。 

 冬の晴れた日は青空と雪景色が美しく、遊歩道から

動物の足跡や木立の撮影を楽しめます。八島湿原は訪

れる度、様々な大自然のドラマを見せてくれます。 

 八島湿原のレンゲツツジが湿原のレンゲツツジが咲

くころは、丁度、美ヶ原高原の白樺平も見ごろになる

ので、夜明けの八島湿原での撮影が終わると次に白樺

平に向かいます。道の両側に白樺林が広がりその中に

レンゲツツジが沢山咲いています。運がよいとガスが

でることがあり幻想的風景に出会えます。しかし、残

念ながらここ数年はガスに出会えていません。 

花は見ごろが２週間位なので丁度良い時期に行くこ

とが肝心です。  

皆様も機会がありましたら訪れてみてください。 

（文責 戸張伸子） 

 

 

      編集後記        

   

4月から 3ヶ月ほど、パソコンの不調の原因が突き止められ

ず、頭がかなり散らかった状態で暮らしました。頭がかなり散

らかった状態が続くと、気もくさくさしてきます。それでも、

パソコン不調の原因はなかなか特定できませんでした。ディス

プレイの不調だけでなく、じつはパソコ本体（おそらくグラ

ボ）も同時に不調だったからです。 

まずディスプレイを疑って新しいディスプレイを購入する

と、デスクトップにつないでもノートにつないでも、画面の左

半分の粒子が荒れていました。ディスプレイの初期不良と判断

して即返品して、別のディスプレイを購入しました。ところ

が、今度の新ディスプレイは半分色変わりどころか、何も映り

ません。ノートにつないでも同じです。 

２度も続けて初期不良の品が届くとは思えず、今度は自分の

デスクトップとノートの方を疑うより仕方がありません。新パ

ソコンを購入したところ、何も映らなかったけれど返品しなか

ったディスプレイが美しい画面を見せてくれました。 

そうなると、初期不良で返品したディスプレイも不良品では

なかった可能性大、わたしはとんだ迷惑ユーザーだった疑いが

濃厚です（ほとんどクレーマー？）。 

 パソコンが新しくなってからもうじき３ヶ月、当時の日々の

焦燥感はだいぶ薄れましたが、まだ今でも疑心暗鬼で、5分に

1度の保存を繰り返しています。 

 この度の「支部だより」もウェブ上のストレージも含めて数

カ所に高頻度で保存の結果やっとできあがりました。皆様に楽

しんでお読みいただくことができれば嬉しいです。ご意見もお

待ちしております。どうぞ、よろしくお願いします。 

 また、パソコンの不調から、せっかく作りかけたフェイスブ

ックの「風景写真協会東京支部」のページもほったらかしにし

てしまいました。これから、せっせとページの更新に励みま

す。                （文責：泉屋ゆり子）  


