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”２０１７支部対抗戦コンテスト”ご参加おねがい

春の県例会開催される　　　　　　　　

平成２9年度初めての春の例会が４月１５日（土）
県民活動センターで13時15分から８０名の会員が
出席され、盛況のうち開催されました。はじめに昨
年度例会年度賞の表彰式が行われました。
　

春の例会上位入賞者

○ 単写真の部　

小林伸一　　越谷
岡部美智子　デジアート
小林千津子　川口
高田君子　　彩北
高橋徹也　　いるまの
龍澤豊文　　いるまの
坂巻時子　　越谷　　

○ 組写真の部

 小林千津子　川口
  岡部蝶子　  女性
 黒川律子　  越谷
 一瀬邦子　  女性
 宮川綾子　  川口
　田村真由美　女性

龍澤豊文　　いるまの
坂巻時子　　越谷
竹川義之　　川越

不破隆夫　　いるまの
大島斎礼　　彩北

田村真由美　女性
竹川義之　　川越
一瀬富佐男　デジスク
佐々木文世　川越

　昨年全日写連創立９０周年事業として行われた総本
部主催・支部対抗戦コンテストが今年も実施されること
になりました。支部会員一人一枚の写真を３枚、４枚、５
枚のいづれかの組合せで何組かの写真を、内容によっ
て「風景写真」または「スナップ」部門に分けて県本部
あて（朝日新聞さいたま総局あて）提出します。提出期

限は８月末となっています。出来れば全支部の方がご参加
されるようにお願いいたします。昨年は埼玉県本部は２９支
部３７６枚の写真の応募をいただき、ベストテンに３支部が入
賞するという好成績でした。詳細はフォトアサヒ６月号に同
封された支部対抗戦応募要項（チラシ）をご参照ください。
全国に埼玉旋風が吹きおこることをまた期待します。
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石橋委員長挨拶

埼玉県写真サロンがはじまります

 県本部のメインコンテストの埼玉県写真サロンがいよ
いよ始まります。作品搬入の予定などは以下の通りで
す。コンテストを盛り上げるべくよろしくご協力いただ
くようお願いします。

応募受付　８月５日（土）搬入（支部会員は一括搬入）
審　　査　”　６日（日）　
会　　期　９月１９日（火）～２４日（日）　近代美術館
出品種目　単写真（Ａ３ノビ～全紙）木製パネル張り

出品料　　１点について２０００円
出品点数　一人５点まで
審　　査　写真家熊切圭介氏ほか
（くわしくは、第３４回埼玉県写真サロン応募要項参照）

組写真（６０～９０ｃｍ）木製パネル張り

今回から例会作品の審査中を利用してワンポイントレッスン
講座として林喜一先生の「今どきの写真事情」についての
談話が行われました。最近のカメラ業界の動向、コンテスト
応募につての大事なこと・プリント仕上げ､題名の付け方な
ど写真上達のヒントともいえる貴重な講義でした。
　
県例会上位では、女性の進出が目立ち、組では大多数を
占めるといった感じでした。構図、色彩、光とフォトジェニッ
クな作品が多く見られ、仕上げの良い作品がまず上位候
補に上がってくるようです。男性軍の奮起もお願いしたい
ところです。

「日本の自然」直前勉強会

３月２５日（土）午後朝日新聞さいたま総局の会議室でソ
ニー社による「日本の自然」写真コンテストの直前勉強会
が、実施されました。会員１８名が参加、データをソニー社
持ち込みの４Ｋテレビで映写、アサヒカメラでおなじみの赤
城耕一氏のユーモラスな解説で、作品作りの勉強をしまし
た。このコンテストに限らず、審査の側から見た良い作品
の考え方に理解が進んだようです。

首都圏ブロック「佐原の大祭」撮影会

首都圏ブロック今年の撮影会は、佐原の大祭・秋祭りです。
会場；ＪＲ成田線佐原駅下車
実施日；１０月１４日（土）現地本部は１０時～１２時佐原駅前
撮影会申込み；１０月２日（月）までに郵便口座振り込み
参加料；１０００円/１名　　応募点数　一人５点まで
審査；勝又ひろし氏（総本部事務局長）、佐々木広人氏（ア
　　サヒカメラ編集長）
（くわしくは応募要項参照・9月号フォトアサヒ同封）

全日写連フォトフェスティバル2017
 会場；富士フイルムフォトサロン東京（港区六本木）

　会期；９月８日（金）～１４日（木）１０時～１９時まで　　
　　　　　　　　　最終日～１６時まで
カラーフェア、全日本モノクロ、人間大好き！の３展の合同
展が開催されます。ギャラリートークも予定されています。
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埼玉県内の支部連絡先

第３回フォトセントラル支部写真展
　会期　；　７/２０（木）～２５（火）　１０時～１８時

　会場　；　八木橋百貨店８階オープンギャラリー

　連絡先；　小山憲一さん　048-559-4916

メール

電話＆FAX

支部写真展のご案内

(初日および最終日の開場時間は県本部ホームー
ジでご確認ください。）

会員動向
・関東本部役員（29.5.25づけ　関東本部総会）

　次の方々が、新役職に推挙、就任されました。ご活躍を期待します。
　関東本部委員　 小林　進さん　
　関東本部副委員　小山　憲一さん　小林　伸一さん　　
　　　　　　　　　髙橋　伸二さん　萩原　征而さん　
　　　　　　　　　渡辺　俊夫さん

埼玉県本部ホームページのご案内
「県例会」・「埼玉県写真サロン」・「埼玉の自然」・「撮影会」　また「支

部写真展」・「支部情報（プロフィール）」などの情報を掲載していま

す。どうぞご覧ください。　また、支部会員や委員の変更などありま

したら下記にご連絡ください。支部写真展開催のご連絡もお待ちして

おります。 

全日写連埼玉県ホームページ http://ajaps- saitama.jpn.org/
連絡先;事務局 古怒田　潔

第1８回　女性支部写真展
　会期　；　9/1３（水）～１７（日）10時～17時　
　会場　；　さいたま市市民活動サポートセンター
　　　　　（コムナーレ）ＪＲ浦和駅東口パルコ９階
  連絡先；　岡部蝶子さん　0494-24-5011 　

フォト茜 村木 文明

戸田 生田 孝二

ネーチュアフォト 関　邦義 

フォトいるまの 桜井百合子

平沼　和子

大宮 高橋　伸二

川口市青木公民館

横山 光伯

川越 中澤  博 049-222-6700 川越市やまぶき会館

女性 岡部　蝶子 0494-24-5011 朝日新聞さいたま総局

金子　昭 049-253-5547 志木市いろは遊学館

彩北 新井　　傳 048-524-6043

彩央

デジタル 大沢 紘一 048-722-4430

越谷デジタル 古怒田 潔 048-974-4337 越谷市民活動支援センター

二平　茂美

東浦和

越谷市民活動支援センター

048-592-3930 北本市文化センター

加須市パストラルかぞ

堀之内　稔 048-974-2179

川口市総合便化センターリリア

保科 幸裕 048-722-9829 上尾市コミュニティーセンター

彩東 卯木　郁朗 0480-21-4363 鷲宮公民館

すいよう

秩父

048-885-3992 さいたま市民活動サポートセンター

小沼 敏男

048-758-1269 さいたま市シーノ大宮

048-754-6421 春日部市ＫＣＡギャラリー

渡辺 英夫 048-267-0202

048-532-2058 熊谷市民ホール

埼玉県内の支部連絡先

フォト８０ 新堀 勝彦 042-989-0022 日高市ギャラリー大樹

フォトフレンズ 木村 英二 042-973-0088 武蔵浦和コミュニティーセンター

支部名 支部長 連絡先 例会場所

ＭＡＰ２１ 船生 利雄 049-233-2601 川越市霞が関公民館

彩西

川口

熊谷

越谷

北浦和公民館

ＳＫＰ 杉本　純子 048-775-6043 埼玉県民活動総合センター

048-559-4916 熊谷市東公民館

浦和 渡辺 俊夫 048-886-8853

春日部 関根 治郎

秩父市内公民館0494-22-7988

フォトセントラル 小山　憲一

内山 龍雄 049-232-0039 埼玉県民活動総合センター

デジタルスクール 箕田  勇 048-766-9825 埼玉県民活動総合センター

デジタルアート

所沢

埼玉県身体障害者交流センター

東松山 安藤  正 0493-22-2347

04-2963-6122 入間市立中央公民館

さいたま市プラザイースト048-852-0349大野 正晴

戸田市新曽福祉センター048-421-8196

所沢市小手指公民館分室

東松山市民活動センター

fax048-446-0612

04-2924-9205

第２５回　熊谷支部展
　会期　；　10/10（火）～１５（日）９時～１７時　
　会場　；　熊谷市中央公民館　（旧市民ホール）
　連絡先；　小沼敏男さん　048-532-2058

今日この頃

「人のふり見て・・・」

県本部顧問 原田守雄

 川越祭りがユネスコ

の世界無形文化遺産

に登録され、また、メ

ディア等で都心から

「安・近・短」の観光地

として「蔵造りの街並み」が紹介されたことから、市

の年間観光客が７００万人を超えたと聞いている。

確かに平日でも町の中心部では車の交通渋滞が目

立ち 、混雑する路上ではスマホの自撮りや、信号

無視の道路横断などを見かけることがある。 

　どれだけ町に経済効果をもたらしているか分ら

ないが、住んでいる者にとっては迷惑で生活状況

も良くなっているとは思えない。 

 私たちも時折、他所の観光地や祭りなどの撮影

に出かけているが、同じことが言われていないだ

ろうか。カメラマンの中でも他人より良い写真を撮

りたいと立ち入り禁止の区域に入り込んだり、他

人を押しのけて前に出ていこうとする者を見か

けることがある。そんな焦ったような気持では作

品にも余裕のないものが出来上ってしまうのでは

ないだろうかと思う。最近の世の中全体は自己中

心的な風潮が蔓延しているけれど他人に迷惑をか

けないで、趣味としての写真を楽しむことと、併せ

てスローライフを満喫することが健康で生き甲斐

に通じる事ではないかと私は信じている。 　　　

　　　　　                          （寄稿）

第３回　越谷支部写真展
　会期　；　９/１４（木）～１７日（日）9時～１8時
　会場　；　越谷市中央市民会館市民ギャラリー
　連絡先；　堀之内稔さん　048-974-2179
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