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御嶽山の噴火や地震、地域的豪雨の自然災害が引き続き発生し、社会生活の大変厳しい中で、年末には衆議院議員選挙が
行われ、慌ただしい時を過ごしましたが、会員の皆様には新しい年を迎え、羊の毛織物で柔らかく、暖かみを感じる社会、
全日本写真連盟にするためご支援を戴き、努力して行きたいと思います。県本部におきましても「埼玉の自然」写真展を
はじめ、暖かみのある現代の「写真」を身近なものにして、これからも楽しい写真活動、事業を行うため、会員のご協力、
ご活躍を期待し、本年もよろしくお願いします。
埼玉の自然フォトコンテストの145名が決定
県本部撮影会写真コンテストの57名が決定
第29回私が見つけた「埼玉の自然」フォトコンテスト
７月22日㈫〜23日㈬に実施された今年の県本部撮影会
の受賞が決定しました。今年の応募数は901点で昨年よ
「会津田島の祇園祭」と「観音沼の水辺」の審査を全日
り6点減になりましたが、応募人数は11人増加し422名
写連総本部幹事の阿古慎一郎氏にお願いし、57名の受賞
となり、「自然」に対する関心の高さが伺えました。
者が決定、10月11日㈯に朝日新聞さいたま総局にて表彰
審査は山口百希(関東本部委員)、芳賀健二(ニコン)、
式が行われました。今年も協賛のエプソン販売㈱の多大
矢野靖博(写真家)の３氏によって行われ下記の145名が
なご協力により、多くの副賞が提供されました。
決定しました。写真展は2月1日㈰〜8日㈰にプラザノース
また、今回も受賞作品は第32回「埼玉県写真サロン」
で開催されます。(表彰式は2月6日㈮)
にて展示予定です。(県本部ＨＰでは既に掲載中)
県本部ＨＰでも掲載準備中です。どうぞお楽しみに。
〇最優秀賞
新井 房子
〇最優秀賞
鈴木 博子
〇優秀賞
米田実代子
〇優秀賞
岡地 英男 買田
勇
〇朝日新聞社賞
小林 伸一
〇特選
岡部 蝶子 長島 啓二 斉藤 憲子
〇全日本写真連盟賞
吉田 和夫
〇準特選
小川 芳明 古怒田 潔 倉林 通乃
〇朝日新聞さいたま総局長賞
服部 清次
新井 雅之 平井 一男 向井 三陽
〇全日写連埼玉県本部委員長賞
小林千津子
戸田 利一 大原久美子 高橋 尚義
〇撮影会賞
桜井 恒夫 齊藤 憲子 渡辺
章
堀之内 稔 佐久間敦子 堀越 力男
籠宮 政江 新井
傳 藤波 康義
保谷 栄一 小池 正臣 杉本 純子 小松崎武美
〇リゾートイン台鞍賞
田村 公司 池田 一郎
重原 正紀 仙波
晋 崎山 隆允 平塚小栄子
〇準優秀賞
大内 恵子 三浦喜代子 小久保敦央
〇奨励賞
深谷 光夫 杉田 庄治 戸津井直次郎
小林 光江 阿部 誠子 藤野 秀夫
富田 茂男 小杉
要 小島
孝
田中 勝秋 佐々木文世 川村 勝己
檜和田浩一 古川 榮子 関本 高志
竹内 永三 荻原 幸作 松澤江津子
白石 幸伸 新井 房子 山下 智子
〇入選
野崎 英一 卯木 郁朗 田村真由美
鶴渕
正 川岸千枝子 安藤
正
井上 文子 小林 正江 小松崎武美
大寺
昇 小林 光江 金益 隆志
竹内 丁史 羽田 英子 吉良
靖
大石
茂 田原 敬三
小川
譲 岸
房子 熊田 弘子
〇入選
東海林陸夫 真田 勝美 中嶋 幸晴
永島 芳子 内山 賢治 若林 裕和
荻原 幸作 佐々木俊一 富田 貞男
向井 三陽 堀之内 稔 増田 益子
飯村 康治 松岡たか子 松岡 俊夫
箕田
勇 永野 恵子 仙石マサエ
海老澤正嗣 成田 吉貞 中野 芳之
船生 利雄 堀越 力男 大沢
誠
加藤 正良 赤沼
弘 山田 文夫
田口恵美子 相澤 勝寿 小川美恵子
阿部
望 淡路 隆啓 田口 恵三
五十嵐ユキ子 荻原 政而 大沢 紘一
上見 正治 三浦喜代子 北村 照子
伊藤 晴典 唐澤 幸一
大澤 利子 岡部美智子 泉
斌雄
船生
利雄
小久保敦央
佐々木文世
国際写真サロンに４名が入選
永島 芳子 かたぎ美奈子 天野
宏
世界の文化交流と親善を図る第75回国際写真サロンの
北原
信夫
稲村
弭
大川満喜子
応募作品、海外を含め9,264点の審査が、田沼武能会長ら
安永 匡隆 越阪部寿子 佐藤 昌市
11名で行われ、埼玉県本部からの入賞者は、岡部美智子、
吉田 皓一 桜井 恒夫 古峰 昌子
笠原将、木村英二、石橋哲子さんの4名でした。
田島 勝則 柳川
忠 後藤 徳雄
篠原 五男 田口 正平 裏面に続く
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