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新年のごあいさつ   委員長 原 田 守 雄 

新年おめでとうございます。輝かしい新春を迎えられて会員皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
また平素は、埼玉県本部に対しまして格別のご理解とご協力を賜わり厚く御礼申し上げます。お蔭様で、全国

的な高齢化にもかかわらず、埼玉県では年々会員数も増加しており、各種のコンテストでは常に上位を占めるな

ど、実力の面でも大きな発展が見られていることは誠に喜ばしい次第です。これもひとえに、会員の皆様並びに

ご指導に当たられている先生方のご尽力の賜物と心から感謝致しております。 
さて、私たちを取り巻く社会情勢は極めて厳しいものですが、全日写連では会員相互の親睦と、写真の技術向

上を目指して各種事業に取り組んでおります。埼玉県本部では、本年も活発な組織力を生かして新たな事業に取

り組んでいく所存です。会員の皆様には、本年も変わらないご支援とご協力をお願いすると共に、皆様のご健勝

とご活躍を心からご祈念申し上げ新年のごあいさつと致します。 
 

2月 8日から「埼玉の自然」入賞,入選作品展 
応募、昨年を大幅に上回る （石橋関東本部委員） 

第 25 回記念「私がみつけた埼玉の自然フォトコンテス
ト」は、応募者数 419（昨年 388）名、作品 927（昨年
848）点と昨年を大幅に上回る応募の中から、11 月 29
日（月）、丹羽敏憲（関東本部副委員長）、杉崎玲子（エ

プソン販売）、菊池哲男（ニコンイメージングジャパン）、

小林貴（スタート・ラボ）の 4氏による厳正な審査の結果、
最優秀賞 1 点、優秀賞 2 点、特選 3 点、25 回記念賞 5
点、準特選 20 点、入選 111 点が決定、入賞・入選作品
展が 2 月 8 日（火）から 13 日（日）まで、埼玉県立近
代美術館において開催されます。また、13日（日）には
表彰式が同所で、祝賀会がブリランテ武蔵野で開催され

ます。入賞・入選者は裏面に掲載の方々です。 

 朝日事務局長、林委員長が講演  

彩友アート支部主催による講演会が 12月 15日（水）
午後 2 時 30分から 5 時まで、「パストラルかぞ」にお
いて開催され、卯木支部長、佐藤親正顧問、支部会員

30 名のほか、原田守雄県本部委員長、増田明弘、坂巻
高次顧問などの県役員 10名も出席しました。 
最初に、朝日教之総本部事務局長は「助けるべきか、

撮るべきか―中国天安門事件の回想」と題し、1989年
5 月の天安門広場における抗議運動の始まりから武力
弾圧に至るまでの 35日間を、同氏が新聞社のカメラマ
ンの目で撮影した報道写真をもとに講演しました。 
続いて、林喜一関東本部委員長は「ヒマラヤ山麓の

民」と題し、2003年までネパールに 17回赴いてデジ
タルカメラで撮影した写真および画像処理を施した写

真 122点を 3部構成のスライドショーにより上映、デ
ジタルカメラの魅力や可能性について講演しました。 

冬の例会は 2月 26日（土）に開催（松本副委員長） 

県本部秋の例会は 10月 31日（日）埼玉県民活動総合
センターにおいて開催されました。出席者は 57 名、作
品の出品点数は単写真 85点、組写真 44点でした。 
冬の例会は 2月 26日（土）、午後 1時 30分から同セ

ンターで開催します。 

埼玉が 3年連続で最多入選―国際写真サロン 

第 71 回「国際写真サロン」（連盟主催）は、海外 40
ヵ国から 4954点、国内 3676点、総計 8630点の応募が
あり、田沼武能会長、林喜一関東本部委員長ら 12 名に
より審査が行われました。 
国内入選作品 50 点のうち県別では、埼玉、愛知、大

阪の 6点が最多、続いて兵庫、福岡が 4点で、埼玉の国
内最多入選は 3年連続の快挙でした。埼玉の入選者 6名
は斎田和夫、池田一郎、中澤博、石橋哲子、菊地博子、

箕田俊子の方々です。 

佐藤委員の写真が元旦の紙面を飾る 

朝日新聞さいたま版の新年企画「空へ」の連載開始に

伴い、「元日の紙面には、ときがわ町の堂平天文台から撮

影した満天の星空の写真を掲載したい」との要望が、さ

いたま総局から県本部にありました。 
佐藤親正関東本部委員にお引き受け願い、年末の忙し

い中を 4日間も現地入りして冬の夜空を長時間にわたり
撮影していただきました。「お陰で元旦の紙面を大変素敵

な写真で飾ることができた」と総局から喜ばれました。 

 「人間大好き！」4月 30日が応募締め切り 

第 3回人間大好き！フォトコンテストは、4月 30（土）
が作品応募締切りです。審査員は前回と同じ田沼武能

会長です。たくさんのご応募をお待ちしております。 
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第 25回埼玉の自然フォトコンテスト受賞者（敬称略） 

○最優秀賞 髙橋鉄雄 ○優秀賞 石塚英一 小山憲一 

○特選 小池源介 髙橋正幸 矢部昭八 ○25 回記念
賞 戸田利一 福田年男 澤谷静子 大坪弘人 大谷木

春男 ○準特選 川俣嘉春 山﨑雅光 山﨑光隆 大嶋

純一 赤荻丈夫 小峰英二 高橋徹也 小林千津子 藤

原一樹 稲村弭 庵地紀子 小室富一 杉田庄治 清水

満 小野昭一 原嶋昇治 小松崎武美 古怒田潔 小久

保武文 滝沢益三 ○入選 黒沢雍弘 山崎文子 鈴木

孝雄 萩原幸作 松岡たか子 堀越力男 小杉要 徳本

満 須田光三 小林直治 真橋洋美 山田文夫 町田春

江 大沢貴 伊藤香世子 成田吉貞 大場伸二 三好紘

一 天野宏 鈴木相二 豊田幸浩 山原敏子 北原信夫 

三浦喜代子 原文男 北村照子 池田一郎 服部清次 

大山利雄 新井傳 小川芳明 高橋尚義 伊藤信夫 吉

川和美 町田章夫 斉藤榮一 斉藤憲子 渋沢正一 倉

林通乃 岡部蝶子 本橋とし子 佐藤昌市 小峰弘次 

藤野秀夫 木村英二 坂本興一 益満修 桜井恒夫 山

口靕一 斉藤啓助 鈴木サカヱ 西村裕 斉藤初江 大

垣金造 熊本淑子 金山修康 渡辺邦典 新井雅之 大

崎博行 横谷廣夫 髙橋洋司 髙橋信子 大久保由美子 

内山勝子 杉本文男 杉本純子 中島清子 堀之内稔 

阿部誠子 小林伸一 吉田弘 山口欽一 向山南海子 

龍澤豊文 村野隆治 田中剛 野村豊 大下法子 羽染

厚子 四方康子 中舘喜美子 香島敏明 熊田繁夫 石

原孝夫 千葉テル子 遠藤國雄 森下裕 細沼俊 谷森

正之 岡地英男 稲村泉 杉田久枝 大塚仁 大熊文也 

内田邦博 高尾廣志 中山幸也 峯岸和男 新堀勝彦 

斎藤光一 峯岸征治 齊藤たつみ 小島弟 宿谷正彦 

大滝公文 笠原和子 福田久子 前田晶子 里川正広 

高村和恵 園部絵梨子 

県本部撮影会の入賞者決定！（佐藤関東本部委員） 

県本部主催「佐原の大祭」と「房総の自然」撮影会の

コンテストは、64名から 543点と多数の応募があり、朝
日教之総本部事務局長 、谷田川勝喜関東本部副委員長、

スタート・ラボ小林貴氏の審査により受賞者が次の方々

に決定しました。表彰式は 1月 15日（土）午後 4時か
らさいたま総局会議室で行われ、協賛会社のエプソン販

売、スタート・ラボから沢山の賞品が贈られます。 

○最優秀賞 庵地紀子 ○優秀賞 益田穣二 ○朝日新

聞社賞 山口欽一 ○全日本写真連盟賞 中澤博 ○朝

日新聞さいたま総局長賞 山下智子 ○全日写連埼玉県

本部委員長賞 堀越力男 ○撮影会賞 新井傳 野崎英

一 原文男 桜井百合子 鈴木日出男 豊田和代 ○セ

ントラルホテル賞 小林千津子 北村照子 ○準優秀賞 

白石荘 岡安宏典 田村真由美 小林光江 斉藤憲子 

佐々木文世 鈴木博子 坂本正志 酒井理吉 成田吉貞 

古怒田潔 内山龍男 ○入選 島津典祐 松本浩直 廿

日岩圭子 吉田和夫 黒崎義雄 中村千恵子 木村英二 

堀之内稔 相澤勝寿 畑中徹 松澤江津子 弓田吉男 ↗ 

↙ 発知利治 砂田正義 掛川勝一 新井房子 古峰昌子 

富田秀子 渡辺章 山﨑文子 加藤和代 伊倉澄子 阿

部誠子 卯木郁朗 

 

写真展のご案内  

第 15回 すいよう支部写真展 
会期：1月 20日（木）～26日（水）10：00～18：00 
  （初日は 12：00から、最終日は 17：00まで） 
会場：上尾市民ギャラリー（上尾駅東口アリコベール館 2F） 

 連絡先 048-781-0587（川村勝己さん） 
第 1 回 東松山支部写真展 

会期：1月 25日（火）～30日（日） 10：00～17：00 
   （初日は 12：00から、最終日は 16：00まで） 
会場：松山市民活動センター 展示ホール 

   連絡先： 0493-22-2347（安藤正さん） 
第 11回 女性支部写真展 
会期：1月 26日（水）～30日（日）10:00～17:00 

（初日 12：00から最終日は 16：00まで） 
会場：埼玉会館 第 2展示室 
   連絡先 048-725-2820（石橋哲子さん） 
第 10回 西武支部写真展 
会期：1月 28日(金)～2月 1日(火)10：00～19：30 

（初日は 13：00から、最終日は 17：00まで） 
会場：まるひろ 入間店 1F エントランスホール 

   （全日写連関東本部委員展作品を同時展示） 

   連絡先 042-973-0088（木村英二さん） 
第 4回デジタルアート支部作品展 
会期：3月 3日（木）～9日（水） 10：00～18：00 
   （初日は 12：00から、最終日は 16：00まで） 
会場：上尾市民ギャラリー（上尾駅東口アリコベール館 2F） 
   連絡先 049-232-0039（内山龍雄さん） 
第 13回 彩北支部写真展 
会期：3月 3日（木）～6日（日） 
   9：00～17：00（最終日は 16：00まで） 
会場：加須市 パストラル かぞ 展示室 

連絡先：0480-62-5941（佐藤親正さん） 
第 5回 東浦和支部写真展 
会期：3月 7日（月）～13日（日）9：00～17：00 
   （初日は 12：00から、最終日は 16：00まで） 
会場：さいたま市民ギャラリー（さいたま市役所東側広場内） 

    連絡先 048-873-4665（加藤勝彦さん） 
第 7回ネーチュアーフォト支部写真展 
会期：3月 10日（木）～14日（月）10：00～17：00 
（初日は 13：00から、最終日は 15：00まで） 
会場：戸田市文化会館 展示室 

連絡先：049-232-9455（渡辺章さん） 

埼玉の自然フォトコンテスト・県本部撮影会  協賛 
株式会社 スタート・ラボ 
http://startlab.co.jp 
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