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■■■■ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ           （中国新聞社編集局  映像部長 田中慎二） 

写真クラブ各位 

はじめまして。３月から松元の後任となりました。よろしくお願いします。 

当クラブも立ち上げから早くも１２年目を迎えました。約６００人の会員と大きな会となりました。日ごろ

から撮影技術やセンスを切磋琢磨され、写真を楽しむクラブ員の方の情熱に感心するとともに頭が下がります。

各支部の世話人様には何かと気苦労もあろうかと思いますが、円滑な運営のためにご尽力をしていただき、お

礼を申し上げます。 

また、夕刊の撮りたてフォトやフォトリポーター発としてさまざまな写真を提供いただき、中国新聞社の紙

面展開にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

世話人総会でもお話ししましたが、今年は悲しい出来事がありました。昨年の宮島での撮影会でご一緒した

方が事故で亡くなられました。撮影旅行で事故やけがなどがないようにくれぐれも気をつけて、写真撮影に望

んでください。 

会員各位の皆様の「熱写」を楽しみにしています。 

■■■■第２２回撮影会「初夏の福山」第２２回撮影会「初夏の福山」第２２回撮影会「初夏の福山」第２２回撮影会「初夏の福山」        （中国新聞写真クラブ事務局  松元 潮） 

 中国新聞写真クラブ（１５支部、５７０人）

の第２２回撮影会「初夏の福山」は５月１７

日から２６日まで１０日間の日程で開催され

ました。 

 会場は福山市。広島県内を中心に山口、島

根県から約３００人の会員が参加しました。

開会式を兼ねた写真教室は１７日、同市花園

町の福山ばら公園で開かれた。同クラブ顧問

の大村博さん（６６）の的確な指導で花のア

ップや遠景など多角的な撮影方法を学びまし

た。 

 応募総数は６５０点。笑顔はじけるばら

祭りのパレードや赤、白、ピンクと色とりど

りに咲いた鮮やかなバラの花。歴史ロマンを

感じさせる鞆の町並みや観光鯛網、朱塗りも

艶やかな草戸町の明王院五重塔など福山市を代表する撮影スポットに対峙し独自の感性で初夏の風情を切り取

っていました。作品は６月１７日付けの紙面に掲載されました。 

 

        広島・広島・広島・広島・佐伯佐伯佐伯佐伯支部支部支部支部                                                                                                                     

■■■■活動状況活動状況活動状況活動状況                （広島・佐伯支部世話人 棟近 正彦） 

 佐伯支部の会員は７月末現在１５名（女性３名）です。 

 一時は３０名を超えていました。ベテラン会員が卒業されるなどのため半減しましたが、「友達になろうよ」
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をモットーに懇親会や例会後のおしゃべりなど楽しく活動を続けています。 

 奇数月の例会では大村さんの講評と指導を受け、偶数月の世話人会では支部運営について協議しています。 

 今年度の佐伯支部写真展のテーマは「瀬戸内」です。海のみでなく「瀬戸内」をイメージした写真をめざし

て決定しました。 

 このほか、毎年秋に楽々園公民館まつりに参加して写真展を開催しています。 

 ５月の中国新聞撮影会（福山、鞆）では小瀬川支部のお世話になり佐伯支部から９名が参加しました。 

■■■■佐伯区五日市の散策スポット佐伯区五日市の散策スポット佐伯区五日市の散策スポット佐伯区五日市の散策スポット                （佐伯支部会員 辻 卓司） 

原爆の日に近づくにつれ、平和公園は知られていますが、佐伯区で知って欲しい場所があります。 

 当時、五日市から建物疎開などに出ていた人達が被爆し、命からがら逃げ帰った生徒や女子挺身隊員など多

数の町民が惨禍に遭い死没された方がおられます。その方々の２３４名の氏名やいまだに引き取り手のない遺

骨があることを初めて知り、驚き心に深く残っています。 

 その場所がＪＲの五日市駅西、西国街道沿い徒歩７分の所に光禅寺と正向寺が

あります。ここに「原爆の犠牲になった人々を忘れず原爆のない平和な世界を築

こう」という記念碑が残されています。

ここにある黒松も「光禅寺誓いの松」と

して有名です。 

 区民として推奨したいスポットは、「広

島市植物公園」です。子どもも乗れる「オ

オオニバスの葉」その他あらゆる季節に

行事を行っており被写体も多数あるので

すばらしい時間を過ごせると思います。

バスはＪＲ五日市駅北口からこの方面行

きがあるので便利です。 

 他、秋の撮影スポットとして、魚切ダムや石ヶ谷峡など湯来方面もあります。ＪＲ五日市駅から湯来温泉行

きのバスがありますが、その本数は少ないので乗用車の方が自由がきき便利と思います。 

 

        呉呉呉呉支部支部支部支部                                                                                                                                     

■■■■第２２回撮影会「初夏の福山に参加して第２２回撮影会「初夏の福山に参加して第２２回撮影会「初夏の福山に参加して第２２回撮影会「初夏の福山に参加して」」」」            （呉支部世話人  福井 泰宣） 

 呉支部として今回初めてマイクロバスで多彩なイベントが繰り広げられていた、「福山のバラ祭り」、「鞆の鯛

網」「鞆の街路道」「鞆の灯台」の撮影会に参加しました。 

講師は顧問であられます大村さんにお願いしました。ちょうどご多忙にもかかわらず、気持ち良く引き受け

てもらい、マイクロバスの手配までもして頂き本当に有り難く感謝感激でいっぱいです。ありがとうございま

した。 

待ちに待った５月２０日絶好の撮影日和に恵まれまして呉市内は元より竹原、音戸、江田島から朝速くから

胸をワクワクさせながら呉駅に８時集合しました。さすが写真愛好家らしく誰一人として遅刻する人もなく写

真クラブのモットーである「友達になろうヨ！写真クラブで」をスローガンに和気合い合いと楽しい１日を過

ごす事が出来ました。 

福山市の花園町にある「バラ公園」に到着するやいなや大村さんの指導の基にバラの花をマクロで撮ったり、

ワイドで撮ったり、各人思い思いの気持でみんな満足顔でバラ公園を後にしました。その後バスは鞆の浦方面

に走り、昼食はホテルで風変わりなベジタルバイキングを楽しみました。 

昼食後「鞆の浦の灯台方面」まで散策しましたが途中から小雨がショボショボと降り始め絶好なシャッター

チャンスに恵まれました。幸いにして呉支部から「バラや町並み初夏の福山」の撮影会にて応募作品の中で呉

支部から特選が２枚入る快挙となりました。猪尻美知枝さんの「雨の石畳」、諏訪 博明さんの「遠足」です。

入選作品には清水洋介さんの「電球の中のトンネル」森下 淳さんの「雨にあるけば」と４人も新聞紙上に載

りました。 

帰りのバスの中でもみんなで写真談義に花を咲かしながら楽しい１日を過ごす事が出来ました。 

今まで春、秋の撮影会にはマイカーで参加していましたが次回から都合がつけばマイクロバスで行こうヨ！マ

イクロバスでみんなで行くのが最高！と言う話題で散会しました。 

（記念碑） （光禅寺誓いの松）
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        福山・西福山・西福山・西福山・西支部支部支部支部                                                                                                                         

■■■■久しぶりの投稿久しぶりの投稿久しぶりの投稿久しぶりの投稿                    （福山西支部世話人 井出 隆之） 

久し振りの投稿で失礼いたします  

世話人会は 欠席ばかり 会報の原稿は時々投稿 活動は春秋の撮影会参加のみ でも 会員の皆様への連

絡事項だけは 欠かしておりません。 

福山西支部 会員数 現在２８名 男子２３名 女子５名 

年齢構成は ４０歳代 １名、５０歳代１名 その他は 映画がいつでも 1,100 円で見られる年齢です。 

  

今回は会員を紹介いたします。 

 Ａさん 発足当時からの会員 以前に読者の写真年度賞受賞経験あり 

 I さん いつもひょうきんな ひげのおじさん 

 U M さん 今や福山西支部のエース 研究熱心で活動的に写真を撮られます 

 U T さん 奥さんとの旅行で良い作品を写して来られます 

 O T さん 最近は少しお休み中また復活の時のためメンバーに残っています 

 O M さん ホタルと花火撮影のスペシャリスト 花火は世界中どこでも行きます 

 O M さん 今年入会された新人さん 唯一の４０歳台 頑張ってください 

 K M さん 最長老８６歳 春には杖を突いて富士山撮影旅行にいかれました 

 K T さん お祭りが大好き 日本中の祭りを撮影されています 

 K M さん コンパクトカメラ片手に 徒歩と公共交通機関で頑張っています 

 S S さん 活動範囲は全国区 精力的に活動中です 

 S N さん ブログ 素敵な仲間たちで活躍中です 元気いっぱいおばさん     

 T さん 女性らしい目線でソフトな作風です 

 N N さん 新県美展２年連続入賞入選おめでとうございます  

 N K さん ママチャリに三脚つけて どこにでも撮影に出かけます 

 N N さん コツコツと撮影する努力家です 

 N K さん 信州の山々をこよなく愛し撮影する山ガール  

 H T さん 現役のサラリーマン 仕事と撮影を両立させてフルパワーで頑張ります 

 H G さん 初代西支部世話人 まだまだ若いものには負けません 

 F H さん このたび二科会 会友になられました おめでとうございます 

 F T さん 全国的なコンテストに挑戦中です 

 M  さん 最近入会されました 丁寧な作風の方です 

 W さん 写真をこよなく愛し 今日もどこかでシャッターを切ってます 

    （長期連絡のない方は省いています） 

以上世話人井出が独断で書いてしまいました。 

 

        福山・東福山・東福山・東福山・東支部支部支部支部                                                                                                                         

■■■■福山東支部の活動状況福山東支部の活動状況福山東支部の活動状況福山東支部の活動状況                        （福山・東支部 世話人 山本 旁之） 

１．２０１４年５月「初夏の福山」撮影会に参加 

  地元福山で８年ぶりの開催された本部主催の撮影会とあって、当支部員１６名は初日にバラ公園で行わ

れた写真教室に参加し、大村さんのご指導を熱心に聴講し、シャッターを切りました。 

撮影期間中は、鞆の浦で行われた海上絵巻の「観光鯛網」、福山市中心部で行われた「バラ祭り」のロー

ズパレード・ローズ結婚式、福山を代表する沈下橋、港町鞆の浦の常夜灯・路地・猫・弁天島、ドンドン

池の白鳥、福山城、明王院の五重の塔等、連日支部員は撮影を楽しみました。尚、撮影会の審査結果二名

が特選、三名が入選しました。 

 

２．第五回支部主催写真展の開催に向けて 

 （１）写真展開催テーマ・場所・時期 
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  ①第 5 回支部主催写真展を１０月２０日～１０月２５日ＮＨＫギャラリーふくやまで開催します。 

  ②テーマは、過去４回は「私のお気に入り」でやって来ましたが、今回は福山市の母なる川 芦田川を

取り上げ『私の芦田川』と『私のお気に入り』で、支部員は各一点の出展をします。 

 （２）例会の開催 

 第５回支部写真展開催に向け、８月２５日１８時中国新聞備後本社会議室で大村さんに来福して頂き、作

品選定、トリミング指導等をして頂きます。引き続き、９月にも例会を開催して大村さんに指導して頂き

ます。 

 

３．撮りたてフォト 

 ６月２８日尾道市八坂神社で行われた「祇園祭り」に、今川善友さんと那波治雄さんが出かけ勇壮に繰り

広げられた三体廻しを中心に、躍動の夏を撮影し、７月１８日付け中国新聞夕刊に掲載されました。尚、

次回福山東支部担当は１２月です。 

 

４．９月の福山撮影スポット 

 （１）福山を代表する鞆の浦で、子どもの成長を願う「八朔の馬出し」が９月７日午前１０時より風情豊

かな町を練り歩きます。さらに、三日間に亘り繰り広げられる勇壮な「秋祭り」があります。 

 （２）ＪＲ松永駅南側で繰り広げられる、ゲタタワー、大ゲタ引き等の「ゲタリンピック」は有名です。 

 （３）彼岸の期間中、気象条件が整えば早朝田尻海岸で、「ダルマ太陽」が撮影できます。 

 

        三次三次三次三次支部支部支部支部                                                                                                                                 

■■■■支部の活動状況支部の活動状況支部の活動状況支部の活動状況        （三次支部 世話人 森角 恒子） 

三次支部は会員が１８名です。 

今年は５月７日～１６日まで、庄原支部さんとの合同写真展を庄原市役所ロビーで行いました。三次支部か

らは６点の出品で、もっと皆さんに参加して頂きたいと思いました。 

「初夏の福山」は自由参加で各々で行きました。三次からは２名の入選でした。 

■近隣の撮影スポット■近隣の撮影スポット■近隣の撮影スポット■近隣の撮影スポット 

四季を通じて行っている場所は自宅より３０分三次作木町大山浄円寺裏の蓮池です。一年を通して蓮池は魅

力的な姿を見せてくれ、枯れた後の蓮池が特におもしろいです。葉が密集していなくて水面が広いので単独の

花を撮ることもできます。 

 

        東広島東広島東広島東広島支部支部支部支部                                                                                                                             

東広島支部だより東広島支部だより東広島支部だより東広島支部だより                    （東広島支部事務局） 

■支部の活動状況■支部の活動状況■支部の活動状況■支部の活動状況 

 ・今田会員が平成２５年１１月「読者のコンテスト」一席を受賞。忘年会を兼ねたお祝いを１２月２６日「暖

流」で開催。 １８名参加 

 ・６月１７日支部臨時例会で世話人の交代が承認され９月初旬に開催される支部写真展「第５回ふるさと東

広島を撮る」支部写真展終了後、加島秀郎さんが新世話人に就任することが決定された。 
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１．フォトフェニックス部会 

・１１月２８日「秋の宮島撮影会」三々五々に平和公園を撮影し、メルパルク広島で昼食後、原爆ドームから

船で宮島へ直行！川下りと海上クルーズを楽しんで宮島に上陸、島内を撮影して国民宿舎「杜の宿」で少し

早い忘年会。翌日は早朝から紅葉の残る宮島を撮影した。 ９名参加 

・１２月例会で新役員を選出し、会則の変更を承認した。 

 

２．デジタル写真研究会 

・１月９日「とびしま海道新春撮影会」マイクロバスで１５

名が参加して楽しい日を過ごした。 

・３月１１日～１７日東広島中央学習センターロビーで、会

員各自の研究成果発表する写真展を開催。(出品者２１名 

出品６７点 入場者数 ４２５名) 

・高橋会員がロビー写真展について３月１２日８時３０分頃

東広島ＦＭから電話取材を受けた。 

 

３．ビギナーズフォト部会 

・鳥取撮影会 １１月１３日～１４日、羽合温泉泊)  参加１０名 

・撮影地 御机・鍵掛峠・鳥取砂丘・田後のイカ干しなど。 

・１２月から連続４回、西条酒蔵通りを会場にして例会前の撮影実習をした。酒の仕込み風景に出会ったり、

「仏蘭西屋」で美酒鍋を食べたりもした。 

・中国新聞写真クラブ「第２２回初夏の福山撮影会」に５月１９日マイクロバスで参加。福山市鞆町・走島を

重点的に撮影した。 １２名参加 

■支部の今後の予定■支部の今後の予定■支部の今後の予定■支部の今後の予定 

１．東広島市民ギャラリーで９月９日～１４日支部写真展「第５回ふるさと東広

島を撮る」写真展開催 

■撮影情報■撮影情報■撮影情報■撮影情報 

西条酒蔵通り 

1,日 時 : 一年中 

2,場 所 : 西条酒蔵通り 

3,被写体 :ＪＲ西条駅の東側には酒造会社６社が集中しており、赤レンガの煙突

や赤瓦の屋根、なまこ壁と白壁からなる蔵の外壁などが織りなす独特の景観が広

がる。土日祝日に酒蔵地区の酒蔵を開放。 

＊開放している酒蔵には、目印として「ようこそ醸華町西条」看板有 

4,問合せ : 西条酒蔵通り観光案内所 ☎ 082-421-2511 

5,交 通 :ＪＲ西条駅から徒歩５分～１０分 

 

        安芸府中安芸府中安芸府中安芸府中支部支部支部支部                                                                                                                         

■活動報告■活動報告■活動報告■活動報告                    （安芸府中支部 世話人 河中 文雄） 

・現在支部員１５名偶数月第３月曜日に１９時～２１時、情報交換、写真技術の向上に向け大村さんに指導を

受けています。 

・第２２回撮影会「初夏の福山」 始めての合同撮影会 

このたび広島・安芸支部よりマイクロバスでの合同撮影会に誘っていただき、安芸支部・安芸府中支部の初

めての合同撮影会が実現しました。大村さんにマイクロバスの手配、計画など立ていただき、 ６月２５日安

芸支部７名、安芸府中支部９名、指導いただく大村さん含め総勢１８名で、８時３０分に海田町を出発し、一

路福山市に向かいました。 

５５００株のバラが植栽されている福山バラ公園では、色とりどりのバラの花が迎えてくれた。大村さんよ

（とびしま海道新春撮影会昼食風景） 

（雨上がりの酒蔵風景）
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り、良い花の見つけ方、構図、絞りなど、液晶モニターで確認しながら指導していただき、あとは思い思いに

撮影を楽しんだ。午前中はあいにくの曇天でしたが、皆さんの日頃の行いが良いのか次第に好転し最高の撮影

日和となりました。午後から鞆の浦に移動し、瀬戸内の古い町並みを散策、狭い路地には江戸時代から続く商

家や土蔵の並ぶ情景に感動し、皆さんと和氣あいあいと撮影

を楽しみました。 

今回の撮影会で両支部の親睦を図ることができ、安芸府中

支部員一同嬉しく思っています、合同撮影会を計画していた

だいた数実さん、撮影指導いただいた大村さん、安芸支部の

皆さん有難うございました。今後とも宜しくお願いします。 

■今後の予定■今後の予定■今後の予定■今後の予定 

 ▼８月暑気払い喋ろう会 

 ▼９月２６日、撮りたてフォト掲載 

 ▼第１１回写真展 

 １１月４日～１１月１４日、中国新聞社本社１階ロビーにて第１１回写真展を開催いたします。 

作品テーマ（樹木）と、自由作品です。支部員一同作品作りに頑張っています。 

ご来場宜しくお願いします。 

 

        広島・可部広島・可部広島・可部広島・可部支部支部支部支部                                                                                                                     

■■■■「第２回可部連山トレ「第２回可部連山トレ「第２回可部連山トレ「第２回可部連山トレイルランイルランイルランイルラン in あさきた」撮影ボランティアに参加しました】あさきた」撮影ボランティアに参加しました】あさきた」撮影ボランティアに参加しました】あさきた」撮影ボランティアに参加しました】 

（広島・可部支部 世話人 金高 洋子） 

可部支部は６月１日、安佐北区役所地域起し推進課より撮影ボランティアの依頼を受け、「第２回可部連山ト

レイルラン in あさきた」に１２名の部員がカメラマンとして参加しました。 

トレイルランは、森や山中の登山道や林道を走るスポーツです。中国電力南原研修所をスタートし、自然公

園南原峡（堂床山、可部冠山、小掛山ほか）を県内外から集ま

った約６００名のランナーが駆け抜けました。 

当日は、早朝から可部峠や中越峠、スタート地点など、それ

ぞれの撮影ポイントで待機して、山中を懸命に走るランナーを

撮影しました。天候に恵まれたその反面、山中での撮影で、疲

労や熱中症の心配もありましたが、個々の体力に応じて撮影し、

全員無事に下山することができました。 

部員が撮影した作品は、可部連山トレイルランの実行委員会

に提供し、開催資料やホームページやパネル展示などに活用さ

れます。 

可部支部としては、初め

ての撮影ボランティアでし

たが、地元で行われる大会

に写真撮影の力を発揮して

協力できたことは大変良か

ったと思いました。 

 

 

 

 

        広島・安佐北支部広島・安佐北支部広島・安佐北支部広島・安佐北支部                                                                                                                            

■■■■支部の活動支部の活動支部の活動支部の活動                                （広島・安佐北支部 世話人    久松 長重） 

支部員は現在１２名で、奇数月の第４木曜日に各自が２Ｌの写真を持ち寄り、大村さんに指導して貰ってい

（広島･安芸支部 安芸府中支部合同撮影会）
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ます。多数の支部員から毎月例会を持ち、より繋がりを持って行こうと言う意見が出たので、偶数月の第４木

曜日に近くの喫茶店を数時間借り切り、昼食会を開きながら、写真談議をしています。 

どの支部でも共通の問題だと思いますが、支部員の高齢化が進み一緒に撮影に行く事が難しくなって来てい

ます。今迄は数台の車に分乗して行っておりましたが、交通事故が起きた時の事を考えると、躊躇、困惑して

います。その為、他の支部と一緒にバス会社の運転手付マイクロバスで行くとか、某旅行会社の撮影ツアーに

参加するとか、色々と対応策を考えています。やはり支部員が一緒に行動して上級者が初心者を指導する等、

支部の活性化が必要だと思います。「友達になろうよ」をモットーに立ち上げられた中国新聞写真クラブで、誰

もがその趣旨に賛同して入会しているのですから是非ともその様にしたいと思っています。撮影行の方法に関

して良案がありましたら教えて頂きたいと思います。 

■近隣の撮影スポット■近隣の撮影スポット■近隣の撮影スポット■近隣の撮影スポット 

私共の住んでいる地域は白木山（標高 889.3m）の南側で白木町、狩留家、深川、そして高陽町からなり、一

級河川の三篠川を挟んだのどかな田園地帯です。春には神乃倉山を始め、至る所で

桜が咲き乱れ、三篠川上では毎年、地元の有志による鯉のぼりがすいすいと泳ぐ姿

を撮る事が出来ます。又、上三田地区には「轟の瀬」と言う素晴らしい景観の場所

があります。又、夏には鮎釣り風景を至る所で見る事が出来ます。更に運が良けれ

ば、三篠川で山蝉、川蝉、川鵜や白鷺、青鷺を撮る事が出来ます。秋には彼岸花や

コスモスの花、そして近隣の緑化センターで見事な紅葉風景を撮る事が出来ます。

更には荒谷山や神乃倉山からの見事な雲海を、そして一年を通じてハンググライダ

ー、パラグライダーの練習、大会風景を撮影する事が出来ます。又、白木山から流

れて来る沢の一角に見応えのある「九度瀬の滝」があります。白木町と狩留家の境

に青い吊り橋があり、その橋を歩いて渡って約２５分登ると見応えのある滝があり

ます。 

添付しました写真を参考に是非とも我々の地区にお越し下さい。 

 

        広島・中広島・中広島・中広島・中支部支部支部支部                                                                                                                         

■活動状況■活動状況■活動状況■活動状況                                （広島・中支部 世話人 入江 孝美） 

支部在籍者１６名 

１． 月例会 毎月第三土曜日 １８時～２０時 中区社会福祉センターにて 

① 情報交換及び打ち合わせ 

② 勉強会 写真クラブ大村さんに持ち寄った写真について 

構図，露出等事細やかにご指導を頂いています。 

２． 支部写真展 平成２５年１０月２１日～１１月１日 

中国新聞社本社 1階ロビー テーマ作品(海)及び自由作品 合計３５点 

３． 本部撮影会 (秋) 平成２５年１１月９日～１８日 宮島 

         １１月９日支部撮影会を兼ねて参加１２名 

 本部撮影会 (春) 平成２６年５月１７日～２６日 福山 

         １７日に南支部と合同でバスにて１２名参加 

４． 撮りたてフォト 

   平成２５年１２月２３日 広島市植物公園イルミネーション 

   福島征二さん、 水上信治さん撮影 



8 

 

   平成２６年５月３０日 竹原市 為重清美さん 伊達忠志さん撮影。 

５． 懇親会 平成２５年１２月７日 １６名参加 

       平成２６年４月６日（撮影会兼花見） １１名参加 

６． 今後の予定 

① 第８回支部写真展 平成２６年１０月２０日～１０月３１日 

     中国新聞社本社１階ロビー 

② 撮りたてフォト 平成２６年１０月３１日 

③ 本部撮影会 平成２６年１１月２日～１１日 庄原 

   南支部と合同でバスにて参加 

④ その他 

        広島・広島・広島・広島・西西西西支部支部支部支部                                                                                                                         

■活動状況■活動状況■活動状況■活動状況                                （広島・西支部世話人 池浦 俊文） 

・現在支部員１３名。２ヶ月に１回の例会です。 

・中国新聞社本社１階ロビーで作品展 

 今年は安芸支部さんと合同作品展（６月３０日～７月１１日）６１作品（西支部２９作品）力作が並びま

した。安芸支部テーマ作品「動物」勉強になりました。２７年度西支部テーマ作品「祭り」で頑張ってい

ます。お忙しい中ご来場いただきありがとうございました。 

・己斐公民館活動として、１１月１日から１２月４日まで西支部の作品展があります。会員さんの自信作が

公民館に並びます。 

・２ヶ月に１回撮影会をしています。参加者６～７名、目的は会員さんとの親睦、写真を楽しみ思いおもい

の被写体を追い例会にて講師のアドバイスを受けています。 

 

        広島・広島・広島・広島・東東東東支部支部支部支部                                                                                                                         

■■■■近況と活動近況と活動近況と活動近況と活動                            （広島・東支部世話人 梶本 恊治） 

 会員の増減は無く、休会中の会員さんが活動開始して頂ければ少人数でも活気が出るものと再三プッシュ

しましたが、各人それぞれ色々と都合が有る様で活動の再開迄には残念ながら至っていません。少人数は少

人数ながらの良さが有ると信じ活動している。 

■例会■例会■例会■例会 

 毎月第三金曜日、１８時～２０時迄 広島市東区温品・・・温品公民館、奇数月は大村先生のご指導を受

けていますが、今年一杯で退任される大村さん長い間のご指導あり

がとうございました。心より感謝申し上げます。後任の松元さん、

今後とも宜しくお願い致します。 

偶数月はプロジェクターを使って会員同士の勉強会を実施。 

■東区にモリアオガエル■東区にモリアオガエル■東区にモリアオガエル■東区にモリアオガエル  

 （撮りたてフォトで紹介、平成２６年６月２０日金曜日夕刊） 

東区の広報にモリアオガエル観察の情報

があり、早速申込みをし、緑のボランティ

アの方の案内でモリアオガエルの居る場所

へと案内して貰う。東区にモリアオガエル

が居るのか半信半疑。安芸太田町加計の吉

水園の天然記念物モリアオガエルは良く知

られている。 

広島市東区中山中の住宅地の直ぐ傍の二

カ所のため池にモリアオガエルの卵を発見、

こんな住宅地にいるとはビックリ仰天。 
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そのため池は元々山奥だったと思います。住宅団地開発で山が切り開かれモリアオガエルの生育地まで開発

されたのでしょう。池はフェンスで囲まれ中には入れませんが、自由に見る事が出来ます。 

その後、広島県緑化センター内にも居ると言う情報を得たので出向いた。事務所でモリアオガエルの居る

場所を聞き防火用水槽に行くと何と産み付けた卵が一杯で圧倒された。防火用水槽のフェンスにも産み付け

ていた。防火用水槽のほとりを見ると正に卵を産み付けているのを発見。（写真撮影）灯台下暗しと言うべき

でしょうね。東区再発見でした。 

 

        広島・広島・広島・広島・南南南南支部支部支部支部                                                                                                                         

■広島南支部活動報告■広島南支部活動報告■広島南支部活動報告■広島南支部活動報告                （広島・南支部 世話人 土井 一彦） 

本支部は、今年２月突然の出来事で急遽世話役が交代することになりました。 

中国新聞写真クラブ事務局、各支部の皆々様、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

１．会員数及び例会活動 

会員数：１２名（男性６名、女性６名） 

例会出席者数：平均１０名 

例会日：毎月第３土曜日９：３０～１２：００ 

場所：広島南区民文化センター 

 

２．その他の活動 

・春の撮影会は、広島・中支部入江世話人さんからお誘いを頂き、合同でマイクロバスを利用して参加。福山

のバラ祭、鞆の街並み風景を大村さんのご指導の下、カメラを左右に向け楽しい時間を過ごしました。当支

部から 7名参加しました。 

・また先般 7 月末には“暑気払い会”をビァガーデンにて開催し、大村さんを中心に写真の話から始まり、終

わりには孫の話まで、暑さ、時間を忘れて過ごしました。 

・撮りたてフォト  平成２６年７月１１日夕刊掲載。次回は平成２６年１２月１２日掲載予定。 

・第１５回写真展 

期間：平成２６年１１月１７日（月）～１１月２８日（金） 

場所：中国新聞社本社１階ロビー 

テーマ：街、町、まち 

 

最後に支部員一同、カメラを持ち、写真を通じて楽しく活動していく所存であります。 

前世話人同様よろしくお願いいたします。 

 

        広島・広島・広島・広島・安佐南安佐南安佐南安佐南支部支部支部支部                                                                                                                 

■■■■「撮影を楽しんだ一日」「撮影を楽しんだ一日」「撮影を楽しんだ一日」「撮影を楽しんだ一日」            （広島・安佐南支部会員  中丸 敏壽） 

 何日か前の天気予報では、多少雨模様だったのですが、会員の行い所為で、大変良い撮影日和になりました。 

今回は少し少なめな１５名の参加でした。 

本日、一番最初の撮影場所はバラ公園でした。大村さんの熱心な指導の中、平日で観光客も少なく撮りやすか

ったと思います。緑町公園では、地元の子供達を入れて撮らせて貰いました。１０時から福山支部の山本さん

に案内をお願いして白鳥の親子のほほえましい様子を撮影しました。 

昼には鞆シーサイドホテルで昼食とコーヒータイムでリラックスして、その後は鞆の浦の町並みをそれぞれが、

観光客などをモデルにして時間をゆっくりと取って撮影に没頭していました。 

午後３時には，阿伏兎観音に行き和気藹々と撮影して帰路につきました。少し暑いくらいの天候でしたが皆さ

ん熱心に撮影を楽しんだ一日でした。 
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■今後の活動予定■今後の活動予定■今後の活動予定■今後の活動予定   （広島・安佐南支部  吉田 一志） 

第１０回作品展・・中国新聞社本社 1階ロビー（９月８日～１９日） 

         祇園公民館１階ロビー   （９月２１日～１０月１１日） 

多数ご覧下さい 

第２３回秋の庄原市撮影会に・・・広島・安佐南支部よりマイクロバスで撮影会を予定している。 

第１９回祇園公民館祭り（２７年３月）に写真展示で参加予定している。 

 

        広島・安芸広島・安芸広島・安芸広島・安芸支部支部支部支部                                                                                                                     

■支部の活動■支部の活動■支部の活動■支部の活動状況状況状況状況            （広島・安芸支部世話人  數實 明） 

 会員２１名は「健康に気をつけて元気で楽しく写そう！友達になろうよ！」モットーに活動していました。

４月の例会（総会）にて「一身上の都合で！」１３名になりました。 

会員１３名は２ヶ月に１回、第１週目の金曜日 ＰＭ１時～畑賀福祉センターにて例会を開催し大村さんよ

り写真指導受けています。 

安芸支部は発足しまして１１年目を迎えています。段々と高齢化が進みじわじわと活動も難しくなってきて

いますが、お互い健康管理に気をつけて前に向っています。 

■第■第■第■第５５５５回安芸支部写真展開催（広島・安芸支部＆広島・西支部合同写真展）回安芸支部写真展開催（広島・安芸支部＆広島・西支部合同写真展）回安芸支部写真展開催（広島・安芸支部＆広島・西支部合同写真展）回安芸支部写真展開催（広島・安芸支部＆広島・西支部合同写真展） 

年１回の安芸支部写真展は６月３０日～７月１１日まで（土・

日休み）の１０日間、中国新聞社本社１階ロビーにて１２名が作

品テーマ「動物」・自由作品 計３１点展示開催しました。 

今回の写真展は本社１階ロビー・リニューアル後、初日と重な

り広島・西支部＆広島・安芸支部合同写真展（６０点）展示でし

た。 

会場はリニューアル後とあって見違えるように明るくなって写

真展らしい雰囲気で感動しました。 

以前は額をつり下げる時、金具のやりとり、寸法等に手間がか

かっていましたが写真展示用パネル台を新設されていて飾りつけ

作業もスムーズに進行しました。 

写真展終了の日、写真クラブ松元さんより「続けて市内宝町「FUJIグラン」デパートにて写真展（7 月 21

日～31 日）開催依頼を受けまして展示させて頂きありがとうございました。 

■「初夏の福山」（安芸府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会）■「初夏の福山」（安芸府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会）■「初夏の福山」（安芸府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会）■「初夏の福山」（安芸府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会） 

４月中旬写真クラブ主催「初夏の福山撮影会」の案内があり、早速安芸府中支部＆広島・安芸支部合同撮影

会の案内資料作成し両支部へ配布し、参加有志１６名は５月２５日マイクロバス便乗で撮影地である福山市内

へ行きました。 

初めての両支部合同撮影会でしたが、どちらも初対面同士なので全員名札着用で参加し、皆さん写真好きの

仲間は直ぐに打ち解けた会話、雑談など和気あいあいと写真談義、福山のバラ公園では、バラいっぱいの花・

香り、笑顔・笑顔。続いて鞆の浦の風情ある町並み散策思い思いのアングルで切り取っていました。写真クラ

ブ指定の喫茶店でひと息入れマイクロバスは帰路につきました。両支部の楽しい合同撮影会の一日でした。「ま

た安芸の撮影会で再会を楽しみにしているよ！」挨拶で散会しました。 

（※合同撮影会の集合写真は安芸府中支部さんの欄に掲載しています） 

 

        北広島町・芸北北広島町・芸北北広島町・芸北北広島町・芸北支部支部支部支部                                                                                                             

■■■■日頃の活動日頃の活動日頃の活動日頃の活動                    （北広島町・芸北支部 世話人 杉本 洋子） 

 毎月一回の例会から、今回は８月７日開催の例会の様子を紹介します。 

 今回は撮影会プラス以前から計画していたお楽しみ『バーベキュー』もやろう！ということで準備を進めま

（新聞社ロビー 合同写真展会場で）
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した。いつもならイベント付きだと出席率も上がるのですが、どういうわけかこの日は８名（昼夜で）と控え

め。仕事などの都合に加え、暑さ・熱中症を懸念される方もあったようです。 

撮影は、雲月山へ。８月に入ったばかりですが、もうキキョウやナデシコ・オミナエシなど秋の七草が咲き

始めています。夏本番の頃なのに、秋と名がつくだけで何だか夏は過ぎたような気分です。季節を先取りの山

野草に芸北の短い夏を実感しながら撮影を楽しみました。山肌を吹き渡る風が花を揺らして撮影しにくいこと

この上ないのですが、それでもじっと辛抱強くタイミングを測ってシャッターを切

っていました。 

さて、夜はバーベキューの部。当支部料理長 今村さんの手慣れた段取りと、トマ

ト・枝豆・トウモロコシ・キュウリ等々の自家

製夏野菜の総菜を持ち寄り「お休みだった人ご

めんなさい」と思うくらい豪勢なバーベキュー

になりました。写真の話はもとより四方山話で

盛り上がり、夏の夜は更けて行くのでした。 

 

 

 

■撮りたてフォト投稿■撮りたてフォト投稿■撮りたてフォト投稿■撮りたてフォト投稿 

    ５月２日付けの夕刊、撮りたてフォトへ投稿しました。題材は「芸北の遅い春」。訪れが遅い分次々と花々

に彩られ、カタクリからしだれ桜、コブシへと花のリレーが続く高原の春を切り取りました。 

■■■■本部撮影会「初夏の福山」に参加本部撮影会「初夏の福山」に参加本部撮影会「初夏の福山」に参加本部撮影会「初夏の福山」に参加 

芸北支部の撮影会参加は５月２１日で参加は１３名。福山支部世話人の山本さんに撮影スポットのアドバイ

スを頂き、鞆の浦や芦田川の沈下橋など福山の撮影を楽しみました。 

■第８回芸北写真展開催■第８回芸北写真展開催■第８回芸北写真展開催■第８回芸北写真展開催 

 ６月２７日～７月６日まで、地元芸北の芸北文化ホールで写真展を開催しました。北広島町観光写真コンテ

ストの入選作品巡回展と合同開催で今年８回目となりました。 

 できるだけ多くの方に見ていただけたらと、芸北神楽研究発表大会の日を含むように会期を合わせて開催し

ています。ご来場いただいた皆様、遠路お越しいただきありがとうございました。 

  

        編集後記編集後記編集後記編集後記                                                                                                                                 

ＨＰ担当（代表世話人）  杉本洋子 

 このたびの広島大雨災害は甚大な被害となり、会員の中にも被災された方また縁りの方が被害に遭われた方

もお有りかと拝察いたし心よりお見舞い申し上げます。 

 中国新聞写真クラブとして義援金を取りまとめるのか・・とご意見もいただきました。三役で検討し、今回

は全体での取りまとめは控え、それぞれの支部でご判断いただいては、ということにさせていただきました。

当事支部・また関係の方が有る中声かけの範囲が難しいこと、日頃の活動状況から支部によっては取り組みが

難しいこと、東日本大震災への義援金活動に取り組んだ経験から、お金を扱うことの大変さと難しさがあった

ことなどが主な事由です。 

身近なところでの一大事に、何か少しでも力になれれば、そんな思いを誰しも抱いておられることでしょう。

そう思えば、近しいところの一大事だからこそ力になるべき･･･また写真クラブとして今こそ意気を高めて･･･

との思いも去来します。この度全体としての取り組みにならなかったことも写真クラブとして歩みの一つです。

胸に刻みまた思慮を深めて進まなければと思います。 

 今は何よりも災害の大変な事態が少しでも改善するよう、また少しでも早い復旧復興が成されるよう祈って

やみません。 

 

 

 

 

 

（雲月山に咲くカワラナデシコとキキョウ）
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◆深まる秋を感じて、三原の秋の撮影◆深まる秋を感じて、三原の秋の撮影◆深まる秋を感じて、三原の秋の撮影◆深まる秋を感じて、三原の秋の撮影                《三原支部》 藤原 敏明 

三原の秋の風物詩は９月の沼田川でのヤナ場の設置から始まり

ます。例年９月の１日・２日の２日間で本郷町船木の沼田川の２

か所に設けられます。例年水量の少ない時期ですし、今はユンボ

などの重機を使っての作業なのでこれ自体はあまり絵になりませ

ん。ヤナの設置後の台風や豪雨の後が撮影のチャンスです。毎シ

ーズン１～３回程度の撮影チャンスがありますが、これも天気任

せで予定が立てられないカメラマン泣かせの被写体です。 

三原で秋の深ま

りを一番感じさせ

るのが朝霧の出現

です。本郷町・沼田東町を含む「沼田の庄」の盆地を包む朝霧

も美しいですし、霧の多い日はこの「沼田の庄」の盆地から三

原市街に流れ下る風景は三原一押しの風景です。県立大学が出

来てからはその特徴的な校舎をからめて絵にするようになりま

した。 

三原の紅葉といえば有名さでは仏通寺が一番です。昨年から

は夜間ライトアップも始まりました。ただ、ここの難点は人出

が多すぎて車も渋滞して、ゆっくりと写真が撮れないこと。 

 

また、ここ数年あまり紅葉の色付きが冴えないことも残念な一つ

です。 

仏通寺の紅葉にかえて、ここ数年は三景園の紅葉をみなさんにお

すすめしています。三景園は高所にあるので過去に紅葉が全くダメ

だった年はありません。他の名所がダメな年でも三景園ではそれな

りに紅葉の写真をものにできました。いつも手入れがされて、紅葉

の背景となる風情ある建物や庭園がある三景園は三原のカメラマン

には最大の贈り物だといつも思っています。 

三景園で紅葉が終盤を迎える１１月下旬、三原は冬の海霧の季節を

迎えます。 

 

◆『秋』のお勧め撮影スポット◆『秋』のお勧め撮影スポット◆『秋』のお勧め撮影スポット◆『秋』のお勧め撮影スポット      《三次支部》森角 恒子 

 世羅郡甲山町今高野（寺）一帯です。紅葉がとても美しく毎年行っても撮

り飽きません。寺の周辺には橋や池、見晴らしの良い小高い山があり一帯が

秋色に染まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は「秋」をテーマに、撮影スポットやグルメ情報、 

秋の思い出等々、秋にまつわる話題を募りました。 

（朝霧の流れ） 

（秋雨のヤナ場）

（三景園紅葉）
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◆「秋」安芸府中周辺を紹介します◆「秋」安芸府中周辺を紹介します◆「秋」安芸府中周辺を紹介します◆「秋」安芸府中周辺を紹介します            《安芸府中支部》 吉川 良治  

みくまり森林公園は、広島

市から一番近い森林公園で四

季を通じて多くの来峡者が訪

れ賑わっています。春は桜や

つつじが咲き乱れ、夏はバー

ベキューや川辺では小さな子

供が水遊び、草摺の滝、石こ

ろびの池には、中四国地方で

少なくなった、ベニイトトン

ボが生息している。秋には、どんぐり、イチョウの森が

広がり紅葉を楽しむことができる、また四季を問わず、

岩屋、高尾山や広島百名山の一つ呉婆々山の登山者も多

いい水分狭です。 

近隣も紹介します。畑賀（広島市安芸区）は水田が広

がり稲刈りが始まる頃にはアゼ道には彼岸花が咲き水谷

川の上流をさかのぼると、昔ながらの石で積み上げた棚

田を見ることが出来ます。頂上近くには、水谷峡があり

ます。道が狭いので気を付けて頂上を目指して下さい。

水谷峡の入り口には無料駐車場もあります。 

 

◆秋の思い出◆秋の思い出◆秋の思い出◆秋の思い出                                                    《広島・安佐北支部》 高橋 孝之 

２０１１年３月１１日、東北地方太平洋沖地震とそれに伴って発生

した津波、及びその後の余震で引き起こされた未曾有の大規模地震災

害からもう三年五ケ月が過ぎようとしています。特にこの災害で岩手、

宮城、福島県の太平洋側は壊滅的な被害を受け、多くの人達が亡くな

ると共に、今なお、行方不明の方々が３，０００人以上も居る状況で

す。 

福島県の裏磐梯に住んでペンションを経営しておられる写真家が撮

影の指導や発行する写真集で得た利益を被災地へ全額、寄付されてい

る事を知り、その生き様に共感し、未だ行った事が無かった裏磐梯へ

翌年の１０月下旬から１１月初旬にかけて、仲間６名と撮影旅行に行

きました。広島空港から羽田まで飛行機で、そしてレンタカーでその

日の内に裏磐梯へ着き、早速、オーナーで写真家の先生の案内で撮影

に出かけました。裏磐梯は大震災の影響を全く受けておらず、日本に

もこの様な素晴らしい自然が残っている所があるのかと眼を疑う程で

した。ここには、磐梯山の噴火で出来た湖沼が沢山あり、彼方から神々

しく上る朝日や沈み行く夕日、そして湖の周りに群生する木々の見事

な紅葉に我を忘れ夢中でシャッターを切りました。 

幸いにも天候に恵まれ四泊五日はまたたく間に過ぎてしまいました。

この間に千数カットの写真を撮りました。最後の日にオーナーと奥様

に別れを告げ、再会を約束し帰路に着きました。私にとって生涯忘れ

られない思い出となる秋でした。 

（ペンション付近の沼と紅葉）

（小野川湖の夜明け）

（小野川湖の夜明け）（ペンション付近の沼と紅葉）

（渓谷の紅葉） （山麓の紅葉）
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◆秋の撮影ポイント◆秋の撮影ポイント◆秋の撮影ポイント◆秋の撮影ポイント      

        《広島・西支部》 池浦 俊文 

宮島杉ノ浦、包が浦自然公園、１２月上旬のカエデが

見頃 

鹿も数多く、桟橋から包が浦公園、大自然を楽しみな

がら「鹿とカエデ」の撮影、４０分のウォーキングはい

かがですか？（乗り合いタクシー、バス有り） 

 

 

 

 

 

◆特集記事◆特集記事◆特集記事◆特集記事    テーマ「秋」テーマ「秋」テーマ「秋」テーマ「秋」         《広島・安芸支部》 數實 明 

四季折々、時を感じることで何気ない日常を過ごしていますが、食べ物、イベント、健康などで、変化に気

づかされます。お盆が終わる頃になると、朝晩の肌寒さで秋の訪れを感じたりしますが、その頃は残暑はまだ

まだ厳しく、吹いてくる風の中に秋の予感がします。 

 秋には「読書の秋」「スポーツの秋」「味覚の秋」「収穫の秋」「食欲の秋」「芸術の秋」など秋の代名詞があり

ます。人間の本能でしょうか・・秋になると「食欲の秋」美味しく旬を感じ幸せを感じます。 

我が家の葡萄の木も緑の葉で覆われ窓越しに見える葡萄の葉、

実の成長、涼しさと、秋近しを感じます。秋は暑すぎず、寒すぎ

ず、爽やかな気候が一年通して好きです。夜はコオロギの鳴き声

を聞いたとき秋を感じます。野や山々が紅葉し、観光地は彩りの

秋となり、時には心思うまま被写体を求めて出かけたくなります。

感動し撮った写真を見た時、心癒されます。 

 日々健康に気をつけて、嬉しいこと、楽しいことを見つけて

いきたい今日この頃です。 

 

 

 

◆芸北りんご◆芸北りんご◆芸北りんご◆芸北りんご              《北広島・芸北支部》 杉本 洋子 

豊かな自然の恵みを受けて、秋はいろいろな実りに恵まれる季節

です。お米はもちろんですが、近年芸北の特産として『芸北りんご』

も人気を集めています。栽培農家は十軒ほど。９月～１１月頃まで、

いろいろな品種がつぎつぎに食べ頃を迎えます。赤く色づきたわわ

に実ったりんごの木は見事です。一本の木に数百の実をならせるの

だそうです。市場にはあまり出回っていないかもしれません。どう

ぞ現地でりんごの甘い香りに包まれながら実りを観て・食べてもら

って２度美味しい芸北りんごをお楽しみ下さい。（撮影希望されると

きは農園の方の許可を得て下さい。また作業の妨げなどご迷惑にな

らないよう心配りをお願いいたします） 

 

 

（窓越しに見える葡萄の木）


