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【◆】ごあいさつ                

（中国新聞社編集局 映像部長 田中慎二） 
《写真クラブ会員の皆様へ》 

当クラブも 13 年目を迎えました。会員数の増減

はありましたが、現在約 480 人の方々が活動されて

います。積極的な活動で日ごろから撮影技術やセン

スを切磋琢磨され、一枚の写真にかける会員の方の

情熱に、日常的に写真撮影をできない今の私にとっ

ては皆さんの作品に元気づけられ、「頑張れ」と背中

を押されているように感じています。 
各支部の世話人様には、支部の円滑な運営のため

にご尽力いただき、お礼を申し上げます。また、本

社でのロビー展、フォトレポーター発や事件・事故、

スケッチなどさまざまな写真をご提供いただき、中

国新聞社の 紙面展開にご理解とご協力に感謝いた

します。 
各地へ撮影に出かけられていますが、くれぐれも

事故やけががないように気をつけて、写真撮影が楽

しいものになるように望んでいます。会員各位の素

晴らしい作品を楽しみにしています。 
皆様のご活躍とご健康、当クラブの発展を願い、

あいさつとさせていただきます。 
 
【◆】撮影会・世話人総会の報告                   

  （中国新聞写真クラブ事務局 松元 潮） 
■第 23 回撮影会  

 
中国新聞写真クラブ（15 支部、540 人）の第 23

回撮影会「紅葉の庄原」は 11 月 2 日から 11 日まで 

 
開催されました。  

会場は庄原市。広島県を中心に山口、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 2 日、同市のひろしま県民の森で開かれま

した。順光と逆光で表情を変える紅葉の撮影で、大

切な露出補正や落葉した葉を強調する撮影方法など

を学びました。  
応募総数は 770 点。吾妻山や比婆連山が見せる、

燃えるような紅葉とそれを幻想的に映し出す朝霧、

シラカバ林の中で異彩を放つ秋色。東城町の「お通

り」で見せたにぎやかなパレードではにかむ女の子

が見せる愛らしい姿、帝釈峡の雄橋や神龍湖の秋景

など、庄原市一円に足しげく通いそれぞれの秋を思

う存分切り取っていました。その中から特選となっ

た 10 点を紙面に掲載しました。 
■第 24 回撮影会 

中国新聞写真クラブ（15 支部、510 人）の第 24

回撮影会「歴史を刻む尾道」は 5 月 23 日から 6 月 1
日まで 10 日間の日程で開催されました。  
 会場は今年 4 月、日本遺産に登録された尾道市。

広島県内を中心に山口、島根県から約 200 人の会員

が参加しました。開会式を兼ねた写真教室は 23 日、

同市西土堂町の千光寺公園で開かれました。歴史を

感じる寺院仏閣、風光明媚（めいび）な尾道水道や

瀬戸の島々の切り取り方などを学びました。  
 応募総数は 732 点。尾道を象徴する坂道で、観光

客とネコが魅せるほのぼのとした情景。味わい深い

尾道水道や、何げない港町の素顔を多角的に切り取

っていました。瀬戸田町の耕三寺にある大理石の庭

園「未来心の丘」は、五月晴れの青空に吸い込まれ
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るように立つ真っ白い彫刻群が際立っていました。

ほかにも、特徴ある橋で南北につながれた島々の日

常など、歴史を刻む尾道を深く掘り下げていました。

その中から特選となった 10 点を紙面に掲載しまし

た。 
■第 25 回撮影会 

中国新聞写真クラブ（15 支部、530 人）の第 25

回撮影会「秋・三原」は 11 月 8 日から 17 日まで

10 日間の日程で開催されました。  
 会場は三原市。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。初日の 8 日には

三原駅周辺で写真教室も開かれ、当日開催されてい

た「浮城まつり」などを被写体に精力的にシャッタ

ーを切っていました。  
 応募総数は 774 点。三景園（同市本郷町）の洗練

された庭園とニシキゴイが織りなす錦秋や早朝の森

閑とした中に浮き立つ佛通寺の秋模様。三原市内の

町並みを包み込む朝霧がつくり出す幻想的な世界や

陽光きらめく瀬戸内の多島美を、見事に切り取って

いました。その中から特選となった 10 点を紙面に

掲載しました。 
■第 26 回撮影会 

 
中国新聞写真クラブ（13 支部、500 人）の第 26

回撮影会「呉・初夏を撮る」が 5 月 22 日から 31 日

までの 10 日間、呉市内で開かれました。  
 広島県を中心に山口、島根の両県から約 300 人の

会員が参加しました。初日には「アレイからすこじ

ま公園」や「音戸ノ瀬戸」などで写真教室を開き、

歴史文化財や瀬戸内海の景勝にレンズを向けました。  

 赤い音戸大橋と白く泡立つ船の航跡のコントラス

ト、夕日を浴びて黄金色に輝く潜水艦や護衛艦の

堂々とした姿、急傾斜地に広がる住宅や畑での人々

の暮らしぶり、灰ケ峰から眺望する夜景…。それぞ

れが感性を生かし、個性豊かに切り取っていました。  
 応募総数は 791 点。その中から特選となった 10
点を紙面で紹介しました。 
■世話人総会 

結成 13 年目を迎えた中国新聞写真クラブ世話人

総会が、6 月 18 日（土）に中国新聞本社 7 階会議室

で開かれました。各支部から 16 人の世話人と中国

新聞社側からは江種則貴執行役員編集局長、田中慎

二映像部長が参加しました。 
●【江種編集局長】 
今年最大のニュースはアメリカのオバマ大統領の

広島訪問。「過ちは繰り返しませんから」と書かれた

原爆慰霊碑と原爆ドームを背に演説する姿は 21 世

紀を代表する写真になる。一枚の写真の持つ力を実

感した。また、中国新聞写真クラブの会員に期待を

寄せるのは、それぞれの地域から発信する身近な話

題やニュース。これからも皆さんと共に地域をつな

ぐ紙面を作っていきたいと語っていました。 
●【田中映像部長】 
13 年目に入る中国新聞写真クラブは各支部の世

話人様の努力で会員の結束が図られている。これか

らもクラブ発展のためにご尽力賜りたい。今年に入

り「読者の写真」の応募数が非常に多くなっている。

一般の応募はもとより会員一人一人の写真に対する

熱意の表れが応募増につながっている。これからも

よろしくお願いします。 
●【杉本洋子代表世話人】 
いつも中国新聞社にはご支援いただき感謝してい

ます。写真クラブも 13 年目を迎えました。13 年の

歴史を礎に、これからもさらなる発展を目指してい

ければと思います。各支部が開催する写真展では、

会員同士の交流が図られていると思っています。こ

れからも「友達になろうよ」をモットーに支部の垣

根を越えた繋がりを期待しています。 
●【新世話人紹介】 

小泊直美（広島・南支部）土居洋之（広島･可部支部） 
諏訪博明（呉支部） 

●【役員選任】 
世話人代表の杉本洋子より今回を持って代表を退任

したいと申し出があり、満場一致で了承された。後

任には、広島･南支部の世話人・小泊直美様が指名を

受け快諾された。新しい役員は次の通り。 
小泊直美代表世話人（新任）、吉田一志副代表世話

人、山本旁之副代表世話人は留任。 
●【撮影会日程】 
秋の撮影会は「北広島町」、来年春は「広島市内」
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を舞台に開催することが決まりました。詳細につい

ては時期がきましたら案内しますのでよろしくお願

い致します。 
●【事務局報告】 
平成 30 年 6 月で中国新聞写真クラブも 15 周年と

なる。それを記念して写真コンテストを実施したい。

詳細は後日報告。 
 

【◆】代表世話人 新任のご挨拶        
（中国新聞写真クラブ代表世話人 

広島南支部 小泊 直美） 
 2016 年度の世話人総会にて、杉本洋子さんの後任

として新世話人代表にならせて頂きました小泊直美

です。この”藪から棒“の任命には、何だか私が写

真を始めた頃からの因縁めいたご縁を感じています。 
それと言いますのも、私の写真歴は 60 歳を迎えた

時に、ほんの気紛れから始まりました。あの時期、

数年の間に相次いで実家の両親を見送り、自分のこ

れからの生き方など考えた時、自分の一生を終える

時に後悔しないように好きなことを始めたいな～と。

そこで衝動的にデジタル一眼レフカメラを購入しま

した。それから仕事の関係で夜に通える写真教室を

探しました。丁度その時期に中国新聞の“フェニッ

クス”で、紺野昇先生の写真教室を見つけ、入らせ

て頂きました。紺野昇先生は杉本洋子さんの先生で

もあったので芸北に行った時など、杉本さんにお会

いしたり、一緒に写真を撮らせて頂いたこともあり

ます。その時からそのお人柄や写真に対する姿勢な

ど尊敬できる先輩（私の方が年長のようですが）と

思っておりました。この紺野先生の写真教室の方に 
 
 
  呉支部               
■活動状況     （呉支部世話人：諏訪 博明） 
 平成２８年３月に呉支部（会員２７名）定例総会

を開催、世話人交代が審議され新世話人が選任され

ました。先ず第１０回写真展を６月１日～５日呉市

立美術館で開催、今年度は美術館の都合で約半年前

倒しの開催となりました。来館者数の推移は昨年比

２０%アップの実績を得る事が出来ました。増加要

因は定かではありませんが、中国新聞の開催記事を

始め他要因との相乗効果と判断しています。 
また、今年の展示会の新企画として来館者より感

想文の記載を頂く事をお願い致しました。来館者の

約一割の方の記載があり、予想以上と思っています。

全般的な感想を始め、具体的にタイトル毎にコメン

トを頂けたのも大きな収穫、来年度に活かす改善点 
の指摘もあり今回の企画は良かったと考えています。 

中国新聞写真クラブを紹介して頂き、今に至ってお

ります。現在はこの中国新聞写真クラブの立ち上げ

から尽力されてきた大村先生の教室でもお世話にな

っております。こんなご縁が今の状態を引き寄せた

ように思え、人と人の繋がりは本当に不思議なもの

だと感じます。 
 写真を始めてから、新しいタイプ（私にとってと

いう意味です）の方々とも知り合う機会に恵まれま

した。写真撮影現場では“一期一会”という感覚を

持つことも多いのですが、この人と人の繋がりは、

時間経過とともにまた違った広がりを見せてくれた

りで、何だか興味が尽きる事がないように感じてい

る昨今です。 
 私のような写真技術の未熟なものが、このような

大役をお引き受けしたことには、今後に向けて先例

を作ったという点で少しは意味があるのかな～と思

っています。 
 今年１３年目を迎えた当クラブですが、時間経過

とともに各支部とも高齢化の問題を抱えているよう

に思います。個人的には写真をやっているからこそ

元気で居れるという思いとともに、私のような未熟

者でも入部しやすいクラブになり（具体的には何を

すべきなのでしょうか？）、色々なタイプの人達と

「友達になろうよ！」が実現できると良いかなと考

えております。 
杉本洋子さん、４年間本当にご苦労様でした。松

元先生、副代表の吉田さん、山本さん、杉本さんを

始め各支部の世話人の皆様、今後も

ご迷惑をおかけすることが多いと思

いますが、しばらくの間よろしくお

付き合い下さい。 
 
 

 
他支部の展示会の運営情報も頂き今後の参考に加え

たいとも思っています。今後の計画として、秋の撮

影会が主行事となります。また従来三か月に一度の

例会でしたが呉支部の更なる活性化に向け、例会の

回数を増やす事・呉支部単独の撮影会の実施等も計

画し、会員の皆さんが「楽しい写真ライフ」となれ

ばと考えています。 



4  

  福山・西支部                               
■活動報告 （福山・西支部世話人 井出 隆之） 

福山西支部 現在支部員 27 名です。  
このたび 9 月 21 日 水曜日から 25 日（日）

まで、福山美術館ギャラリーで第 3 回福山西支部写

真展を開催いたします。約 3 年ぶりの開催です。  
今回のテーマは 『3 年間の成果』この 3 年間を

中心に日ごろの成果を披露します。また支部員の中

でこの数年間で、読者の写真コンテスト 1 席から 3
席でいずみ美術館に展示された作品は、備後地区の

皆様に見ていただく機会がなかったので展示します。 
今回初めて福山美術館での開催です。会場にまけな

い様な作品を展示します。皆様ぜひお越しください。  
また、福山西部地区 松永地区最大のイベントは 

ゲタリンピックです。今年は 9 月 18 日（日）松永

駅南口中心に各種イベント競技が行われます。 
午前中の競技は、ゲタでゴザール。松永の特産品、 

下駄、塩、藺草などを使った障害物競走です。5 人

が１チームで塩運び、円座とび(藺草で出来た座布

団)、下駄ムカデ、細長特製の下駄でムカデ競争をし

ます。慌てて転んだり沢山の撮影ポイントがありま

す。 
お昼からは下駄タワー。制限時間内に下駄を高く

積み上げる競争です。ちなみに私はカメラを友人に

預けて競技に参加し、只今２連勝中です。写真コン

テストに入選するより確率がいいです。当日参加も

できます。 
午後３時頃からは、巨大ゲタさばり。１．５トン

の巨大ゲタを 合計体重 1000kｇまでの参加者でさ

ばる（備後弁で引っ張ること）巨大ゲタさばりです。 

ムキムキ筋肉のマッチョなお兄さんが、子供たちま

で全力でさばります。他にも色んな催しがあります。

ぜひカメラを持って松永にお越しください。 
■瀬戸の朝焼け  （福山西支部：後川 正俊） 

沼隈半島の最南端、岩肌に立つ朱塗りの観音堂は、

瀬戸内の透明な海の輝きとマッチした瀬戸内の中で

も素晴らしい景観として広く知られています。 
この観音堂は毛利輝元によって創建され、国の重

要文化財に指定されています。航海の安全、子授け・

安産の祈願所としても有名です。 
 この観音堂に 11 月頃から 2 月頃までの間、四国

山脈から昇る太陽が絡み素晴らしい景観を醸しだし

てくれます。 
快晴の早朝に対岸の福山市内海町田島側から撮影

を行います。年に数回しか無い情景を求めて早朝よ

り出掛けます。多い日には 10 数名の腕自慢のアマ

チアカメラマンがシャッターチャンスを待ちます。 
赤く染まった朝焼けに浮かび上がった観音堂の廻

りを鳥が飛び交ったり漁に出漁する漁船が絡めば大

きなシャッター音が響きます。 
素晴らしい情景に出合えた日は、眠気も寒さも忘

れて最高の気持ちに成り一日中気分爽快に過ごす事

が出来ます。 
 
  福山・東支部                   

（福山・東支部世話人 山本 旁之） 
■福山東支部の活動状況  

福山支部が福山東・西支部に分離して 8 年目に入

りました。支部員同士の交流も進み、支部活動も充

実すると共に、支部員の技術力も向上しています。 
●【例会の開催】 

従来から、中国新聞備後本社大会議室において、

2～3 回/年開催していました。昨年 12 月より 6
回/年（偶数月の第一水曜日）18 時より松元先生

に来福頂き撮影技術や作品に対するコメント、ト

リミング等長時間指導して頂いています。 
支部員は毎回 15～17 名出席し熱心に聴講・質問

しています。 
●【第 7 回支部主催写真展の開催】 

9 月 12 日（月）～9 月 18 日（日）までギャラリ

ーマサノにおいて、支部写真展を開催します。 
テーマは『私のお気に入り』と『備後の四季』で、

支部員 20 名が１年間撮り続けた傑作を各１点と、

松元先生に１点特別出展頂き、総計 41 点の展示

予定です。 
①  会場所在地：福山市多治米町 5-23-27 

  電話：084-957-2687 
②  時間：10 時～18 時  

初日は 13 時～、最終日は 16 時までです。 
●【第 26 回本部主催撮影会「初夏の呉」に参加】 

期間中小グループに分かれて、呉に福山東支部よ

り 14 名が参加しました。参加者は、軍艦やレン

ガ造りの建物、音戸の瀬戸、美術館通り等切り取

りました。なお、高橋良惇、瀬良好廣、森野昭二、

山本旁之さんの 4 名が入選しました。 
●【各種コンテストで活躍する支部員】 

① 全国二科展に、昨年度は 1 名が入賞、2 名が
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入選しました。 
② 福山市美展に、本年度は 1 名が入賞、9 名が

入選しました。 
③ 尾道四季展に、本年度は 2 名が入選しました。 
④ 読者の写真コンテストに、本年 6 月金尾富士

子さんが一席になりました。 
   その他毎月数人の支部員が入選しています。 

 
  安芸府中支部                               

（安芸府中支部 世話人 河中 文雄） 
■Ｈ２８年・活動状況 

安芸府中支部は今年で結成 13 年となります。会

員 15 名、2 ヶ月に 1 度偶数月の第二月曜日、PM3
時～5 時、安芸府中南公民館において、例会を開催、

情報交換や打ち合わせ、2L 写真を持ち寄り松元さん

をお招きし構図、露出等指導をして頂いています。

残念ながら出席者 10 名～11 名、体調を崩されたり、

時間帯、曜日等で出席できないようです、支部の活

性化、魅力ある支部を作るにも全員参加できるよう

検討したい。 
撮影会は 1 年に 2 回中国新聞社写真クラブ、秋、

春の撮影会期間中、「安芸支部＆当支部」合同撮影会

を開催しています。春「呉初夏を撮る」大村先生に

お願いしマイクロバスにて、当支部 8 名総勢 17 名

で音戸、鹿島方面を訪ね撮影指導して頂いた。今回

で 5 回目、会を重ねるごと両支部の皆さんとの親睦

も深まり、有意義な一日を楽しんだ。大村先生有難

うございました。この度は当支部より特選 3 人、入

選 2 人健闘し喜んでいます。 
1 月 新年会開催 1 月 25 日（月）11 名参加 
 今後の予定 
8 月 暑気払い喋ろう会 
12 月 
    安芸府中支部&広島・安芸支部（合同写真展） 
  安芸府中支部 
  第 13 回写真展 （テーマ）橋 自由作品 
  H28 年 11 月 16（月）～11 月 27 日（金） 
   中国新聞社本社 1F ロビーで開催、ご来場宜

しくお願い致します。 
 
  広島・中支部                               
■活動状況  （広島・中支部世話人 入江 孝美） 

支部在籍者 １８名  
（喜ばしい事に、今年になり４名の新入会員者があ

りました。） 
● 月例会 毎月第 3 土曜日 18 時～20 時 

    中区福祉センターにて 

① 情報交換及び打ち合わせ 
② 勉強会 

写真クラブ担当 松元さんより露出、構図等

ご指導を頂いている。 
● 支部撮影会 4 月 3 日 宮島にて 14 名参加 
● 本部撮影会（呉・初夏を撮る） 

 5 月 22 日～31 日 支部より 14 名参加 
● 今後の予定 
 ① 第 10 回支部写真展 11 月 7 日～18 日 
    中国新聞社本社 1 階ロビーにて 
     テーマ作品（影）及び 自由作品 

② 本部撮影会 第 27 回秋の撮影会 
  北広島町 期間 未定 
 

  広島・西支部              

 （広島・西支部世話人 池浦 俊文） 
■西支部の活動状況  

現在支部員は 11 名（女性 4 名）です。2 ケ月に 1
回、偶数月の第 1 週の金曜日に、西区己斐公民館で

勉強会として、1人15枚前後の2L写真を持ち寄り、

撮影の意図や自慢話をしながら、松元先生の指導を

受けてます。 
支部の撮影会は、以前は春と秋に行っていました。 

現在は、自分自身の体調に合わせて自由に撮影した

いとの事で、撮影会は中止にしています。写真歴の

長い方が多く、みなさん自分の得意分野で楽しんで

いるようです。 
■西支部の写真展 

① 中国新聞ふれあい読者室ロビー展 
テーマ作品1点と自由作品2点、各自3作品です。 

② 西区己斐公民館パネル展 
西区公民館活動として、趣味の写真を通じて会員

同士の親睦を図り、地域の活動に積極的に参加す

る目的で、8 月 19 日（金）から 1 か月間、西区己

斐公民館に写真を展示します。（各自 1～2 作品） 
③ 西区己斐公民館祭り写真展 

10 月 22 日（土）23 日（日）の 2 日間、己斐写真

同好会と合同での写真の展示です。（各自 1 作品） 
西支部として年 3 回写真展を開催しています。松

元先生指導のもと、心ときめく作品作りに支部員

励んでます。 
支部発足当時会員 25 名でした。会員さん減少に、

新規会員さんの入部を期待しているところです。 
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（宇品港夕景：撮影 八尋雪子） 
（写真展展示後の集合写真） 

  広島・東支部                               
（広島・東支部世話人 梶本 恊治） 

■広島・東支部会員の推移  

支部員１３名中、休会中(現役の為)２名、実質１１

名で活動していました。 
その後、２名の新入会員を迎える事が出来ました。

今後、更に新入会員が増える事を願って居ます。 
(現 15 名) 
■活動状況 

支部内での撮影会は実施して居ません。会員さん

は皆、若い頃素晴らしい運転技術の持ち主でしたが、

高齢に成り運転技術も段々に衰える歳を迎え自家用 
車での撮影行には無理があるな～と。現在、各自撮

影活動を行い毎月の例会時に持参しています。 
■支部の例会 
・例会日：毎月第三金曜日・場所：温品公民館 
・時間：18 時～20 時迄 
・偶数月：会員同士による勉強会(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ使用) 
・奇数月：中国新聞写真ｸﾗﾌﾞ担当 松元講師、講評 
■写真展 

中国新聞本社 1 階ふれあい読者室ロビーをお借り

して、第 4 回写真展を開催致しました。[期間、平成

28 年 7 月 4 日(月)～15 日(金)] 
この度、初めて「テーマ 花」を題材に取り組み

ました。テーマ作品 11 点、自由作品 25 点を展示。 
初夏の暑い中、沢山の方々にご来場頂き、貴重なご

講評＆コメントを頂き感謝しています。誠に有難う

御座いました。 

 
 
 

  広島・南支部                               
（広島・南支部 土井 一彦） 

■広島・南支部活動レポート 
広島・南支部は昨年～今年にかけて新入会員 4

名を加えて総勢 15 名となり、月 1 回の例会と 1～

2 ケ月に 1 回程度の撮影会を開催するなど、例年

に増して活動を行っています。例会は毎月第 3 土

曜日南区民文化センターにおいて、9 時 30 分から

12 時まで、支部員が撮影した写真を基に松元先生

による写真技術や撮影マナーなどの指導を受け、

次回の撮影の礎にしています。 
撮影会は手軽に出かけられる近場が中心で、夏、

冬は広島港の朝日や夕日、春は縮景園の梅や比治

山公園の桜などです。わが南区内には海あり、山

ありで、撮影スポットが点在しており、特に最近

その利便性から私達支部員は撮影実習現場として

重宝しています。今年 1 月～7 月の間には、2 月 8
日：縮景園、3 月 31 日：比治山公園、5 月 22 日：

呉での“春の撮影会”、6 月 22 日：三景園、7 月

27 日：宇品港などに出かけています。 
撮影会のもう 1 つ

の楽しみは“お茶を

どこで、何を”です

が、撮影スポットは

結構街中なので、ど

こでも OK であり、

トイレなどの心配も

無用です。 
 近年広島駅南・北

口風景が変化してお

り、新しい発見があ

ります。皆様もカメ

ラ片手に“カメラブ

ラ散歩”などいかが

でしょうか。 

 
 

  広島・安佐南支部                            

（広島・安佐南支部世話人 吉田 一志） 
■広島・安佐南支部活動状況 

安佐南支部は会員数 39 名です。活動は新年懇親

会、撮影会、作品展、公民館祭り参加、などを行な

っています。 
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● 新年懇親会 H28 年 1 月 17 日 20 名参加で 
「そば庄出雲」にて開催しました。 

● 第 20 回祇園公民館祭りに 14 名出展しました。

（28.3.5～3.12） 
● 第 26 回撮影会 23 名で 5 月 30 日マイクロバス

を利用し実施しました。 
● 第 12 回作品展  

9 月 12 日～30 日 中国新聞社ふれあい読者

室ロビーで、10 月 1 日～10 月 15 日 祇園公

民館１階ロビーで行います。テーマは「空」

1点 自由作品1点です。多数おいで下さい。 
■第 26 回撮影会「呉･初夏を撮る」 

（広島・安佐南支部 中丸 敏壽） 
平成 28 年 5 月 30 日（月）安佐南支部会員 23 名

が午前 7 時より各地に集合してバスで一路、呉へ。

大村先生指導の元で撮影会です。先ずは入船山公園

でいろいろなオブジェ等を朝の光で撮影しました。 
その後、ＩＨＩの造船所が見える場所から撮影し

て、新音戸大橋にいきました。橋では下を通る船舶

を上から撮影しました。 
そして倉橋島の塩の島である三ツ子島が見える場

所から撮影して、野呂山に行く。ここで昼食をして、

その後に池回り等を撮影して、下山途中で岩海に歩

いて行きそれぞれに撮影する。その後はクレイトン

ベイホテルで美味しいコーヒーとプリンをいただき、

本日の予定を終えて帰路につく。天気も良くて和気

藹々でゆったりとした、楽しい撮影会でした。 

写真は 5 月 30 日安佐南支部員の新音戸大橋での撮

影風景 
  広島・安芸支部                         

（広島・安芸支部世話人  數實 明） 
■支部の活動状況    

● 現在・支部会員 13 名で活動しています。4
年前は会員 22 名でしたが年々・少子・高齢化が進

み会員数減少しております。幸い中国新聞写真クラ

ブ担当・松元先生より、新入会員 3 名の紹介があり

ましたので 13 名となり平均年齢 74 歳です。「友達

になろうよ！」合言葉に楽しく活動しています。例

会は、偶数月の第１土曜日の午後 1 時～4 時まで情

報交換および、各自が持ち寄った 2L 写真を松元先

生より写真指導受け切磋琢磨しています。支部とし

てのその他の行事を開催する際には役員会を開き話

し合って決め実施しています。 

 
● 支部１年間の主な活動計画  
① 例会：2 ケ月に 1 回実施 

（偶数月・第１土曜日・例会・13 時～16 時） 
 ② 新年会 1 月、 総会 4 月 
 ③ 中国新聞写真クラブ主催「春の撮影会」5 月 

（安芸・府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会） 
 ④ 中国新聞写真クラブ主催「秋の撮影会」11 月 

（安芸・府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会） 
 ⑤ 合同写真展  11 月中旬 

（安芸府中支部＆広島・安芸支部合同写真展） 
■安芸府中支部＆広島・安芸支部合同撮影会開催 

第 26 回・中国新聞写真クラブ主催・春の撮影会 
＝「呉・初夏を撮る」＝ 

 
風薫る 5 月 27 日（金）府中支部さんと安芸支部

は、大村顧問の写真指導でマイクロバス借り切って

合同撮影会を開催しました。天候を心配しましたが、

運よく天候に恵まれまして、両支部の交流で和気あ

いあいと楽しい一日の撮影会でありました。行程は、

呉市美術館通りのモニュメントの撮影から始まり続

いて、呉造船所風景、アレイからすこじま公園・音

戸の瀬戸公園・鹿島の段々畑の石垣等撮影し帰路道

中、呉市内・クレイベイトンホテル 1 階「コートダ
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ジュール＆ジョフレ」に寄り、中国新聞写真クラブ

からのおもてなし・でケーキ付コーヒーをよばれリ

フレッシュしました。帰りのバスの中でも写真談議

に花が咲き楽しい一日を過ごすことができました。

「マイクロバスで撮影会参加が楽しいので次回も頼

むよ！」の声もあり散会しました。 
■近隣の撮影スポット  

（広島・安芸支部 高野慎之介） 
私の近隣撮影スポットと言えば、瀬野川の河川敷

でしょう（写真）。瀬野川といえば、海田町と安芸区

の国道 2 号線

に沿った海田

湾に注いでい

る 2 級河川で

す。 
その瀬野川は

「春夏秋冬」

四季折々の季

節を我々に与

えてくれます。 
特に私が好きな撮影ポイントは、桜並木ですが見

事なものです。また瀬野川の清流には、アオサギ、

マガモやカワウなど 10 種類以上の水鳥が生息して

います。 
季節によっても違いますが、早朝散策していると

こういった水鳥が活発に活動している姿についシャ

ッターを押したくなります。 
6 月になると、ホタルの出番です。各公民館や小・

中学校でホタルの再生活動を一年を通じて行ってい

るのもふるさとを愛してやまない一念です。 
7 月の上旬

の土曜日に

は、海田町

の主催によ

る七夕まつ

りが河川敷

で執り行わ

れます（写

真）。 
毎年、浴衣姿のひとでとても賑やかなまつりで、

絶好の撮影ポイントでもあります。このイベントに

は、カヌー体験もあり、地域の子供たちの楽しみの

一つになっています。 
この他にも、毎月第一土曜と日曜日にはフリーマ

ーケットが開催されています。ひょっとしたら骨董

品や絵画、古書などあらゆる分野のものが揃ってい

ます。目を凝らして探してみると掘り出し物がある

かもしれません。 
又、海田町と安芸区での合同の大規模なウオーキ

ング大会が、毎年春ぐらいに開催されます。老若男

女問わず、参加者が大変多く 3.5Km と 8Km のコー

スで競い合います。 
瀬野川の水の流れ、鳥や魚などの生きもの、川を吹

き抜ける風を感じながら、河川敷を散策してみては

どうですか。みなさんもよかったら、一度足を運ん

でみたらいかがでしょうか。 
  広島・佐伯支部          

（広島・佐伯支部世話人 棟近 正彦） 
■活動状況 

佐伯支部の会員は 7 月末現在 13 名（女性 2 名）

です。一時に比べて半減しましたが、例会、撮影会、

懇親会など楽しく活動を続けています。 
 奇数月の例会（第 4 金曜日 13 時 30 分～16 時 30
分）では松元担当の講評と指導を受け、偶数月の世

話人会（第４金曜日 10 時～12 時）では支部の運

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「四季」です。

毎回、テーマの選定に苦労していますが、個性的な

「四季」をめざして決定しました。 
5 月の中国新聞撮影会には松元担当と共にマイカ

ーに分乗し、呉港、音戸、二河公園の撮影に出かけ

ました。また、佐伯支部独自の活動として、4 月に

花見を兼ねて植物公園、5 月にお手軽撮影として紙

屋町付近で撮影会を実施しました。 
■近隣の撮影スポット 

（広島・佐伯支部 金子 美佐子） 
毎年６月、７月には廿日市の蛇の池へ撮影に行き

ます。極楽寺山のキャンプ場の中心にあり、スサノ

オノミコトに退治された大蛇にまつわる伝説の池で

す。睡蓮の池として有名で約５００本の色とりどり

の花が湖面に咲きます。見頃もこの頃で池には数多

くの鯉や亀が群游し野鳥の声とともに四季を通じて

落ち着いた雰囲気です。 
山頂から少し下ると温泉と食事が楽しめるアルカ

ディア・ビレッジがあります。 
極楽寺山の山頂一帯は全国でも有数のモミの原生

林に覆われており、瀬戸内海国立公園にも指定され

ています。 
「蛇の池」        「霧のファンタジア」 
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  小瀬川支部            
（小瀬川支部世話人 服部 隆） 

■近況報告 
昨年の四月、突然前代表世話人の畠中氏より支部

を引き継ぐこととなり早くも一年半がたちました。 
この年は小瀬川支部の二年に一度の一大イベント

ともいえる巡

回写真展(廿

日市、大竹、

岩国会場)の

開催とそのあ

と本社ロビー

展を控えて多

くの課題をこ

なす必要に迫

られながらの

日々がつづき、

あれよあれよ

と云う間に半

年が過ぎ一息

ついたときに

はすでに初秋

の気配が漂い

始めていた。その後も恒例の「秋の本部撮影会」と

つづくなか、新入会員も５名増え親睦と前世話人畠

中氏(現顧問)の永年のご苦労とロングランの写真展

の慰労を兼ねて懇親慰労会を開催、松元講師にもご

出席いただき和気あいあいの中、次に向かって一層

の絆を強くすることを誓い合うことが出来たと感じ

ている。 
さて今年度は、昨年度に取りきめた撮影テーマ「い

ろどり」に部員一同が取組んだ結果を、いよいよ８

月８日より中国新聞本社一階ロビーにて発表の写真

展の準備もほぼ終わり、開催を待つばかりとなった。 
多分、この近況報告が皆さんのもとに届くころには

既に写真展も終了していて、来年の第七回巡回写真

展にむけての活動を開始していることだと思う。 
 

  庄原支部             
（庄原支部世話人 田辺 稔） 

■報告 
 平成 28 年度庄原支部会員 35 名で活動しています。 
 庄原支部の場合は色々なサークルへ入った皆さん

が入会されています。今現在は大きな行事をしてい

ません。 
 よろしくお願い致します。 

① 一年の集大成として一人 1～2 枚で作品展を

行なっています。 
② 春と秋の撮影会の参加 
③ 地域のイベントへの参加 

 
  三原支部             

（三原支部世話人 藤原 敏明） 
■毎回苦労する海霧のテレビ収録 

三原の冬の風景で一番有名なのが海霧です。何年

か毎にどこかのテレビ局が海霧撮影企画を立てられ

て、三原市観光課を通じて協力の要請があるので毎

回ノーギャラのボランティアで協力するのですが、

これが毎回大変な苦労です。 
一番近い

のは昨年

の広島テ

レ ビ の

「金ぶち

絶景露天

風呂」撮

影です。

(写真) 
電話での

事前取材、

直接会っての打合せと準備を重ね、いよいよ早朝の

収録となるのですが、当日は曇りで冷え込みがなく、

海霧のかけらもありません。タレントさんのスケジ

ュ－ルの都合で撮り直しもきかず、結局海霧のシー

ンは私が撮りためた写真とビデオを挿入してまとめ

られました。 
この時のタレントさんが「安心してください」の

安村さんだったのですが、撮影時にはこの年に最も

売れたこのタレントさんを全く知らなかったという

のは笑い話です。女性タレントさんも話題の人だっ

たと後で知りました。 
私の現場報告を受けてから広島からヘリが飛ぶと

いう段取りで２週間ねばったこともありました。東

京からデレクターが２回通ってきて結局海霧が出ず、

幻となった企画もありました。 
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海霧の撮影は本当に難しいです。特に日時を特定

しての撮影は余程の強運がないと無理です。上手く

撮れないことの方が多いので、付き合わされるこち

らも要らぬ心労をしてしまいます。 
もういい加減他の人に代わってほしい海霧撮影案

内ですが、ふるさと三原をアピールする数少ない機

会なので、つれない対応もできず毎回悩むところで

す。ただ、後で笑い話のネタになることも確実なの

で、今回のように振られた時の話題に使えます。 

（広島テレビ収録記念） 
 

  東広島支部             
（東広島支部事務局） 

■支部の活動状況 
平均年齢 65 歳を過ぎ「落ちこぼれをつくらず・

落ちこぼれない」を合言葉に会員相互が和気あいあ

いと仲間作りを図りながら楽しく活動しています。 
・大山会員、中国新聞写真クラブ 第 26 回撮影会

「呉・初夏を撮る」で、特選を受賞、入選 2 名。 
・2016 年 3 月、久しぶりに入会者 1 名あり。 
・例会 7 回（2015 年 9 月～2016 年 8 月）、支部写

真展 春秋 2 回開催。 
１．デジタル写真研究会  
デジタル写真技術を見極めることを目指して関連す

る技術について勉強・研究してきた。会員のデジタ

ル技術の向上も一定の成果を上げたことからフォト

フェニックス部会とビギナーズ部会を総括する役割

に進化させ、広報・2 部会の合同撮影会・写真展を

開催している。創立の主旨から、撮る・現像する・

プリントする・額装する、を会員自ら行うことに努

めている。 ＨＰ検索 東広島デジタル写真研究会 
＜撮影旅行＞ 

2016 年 5 月 26 日、第 26 回撮影会「呉・初夏を

撮る」では、マイクロバスを利用して音戸の瀬戸公

園、倉橋町鹿島の段々畑、呉市のアレイからすこじ

ま公園など炎暑の中、精力的に撮影。クレイトンベ

イホテルで休憩＆渇きを潤した。12 名が参加し、親

睦を深めながら思い思いの被写体を写真に記録して

楽しい一日を過ごした。 
＜写真展＞ 
・2016 年 3 月 15 日～20 日 第 7 回ふるさと東広

島を撮る～ふるさと一隅～写真展 
東広島市民ギャラリーで、会員各自が組み写真で東

広島を記録する写真展を開催。(出品者 21 名 出品 

75 点 来訪者 485 名) 
・2015 年 9 月 8 日～13 日 第 1 回ことばの風景写

真展（中国新聞夕刊掲載撮りたてフォト） 
東広島市民ギャラリーで、会員各自の研究成果発表

する写真展を開催。(出品者 30 名 出品 ことばの

風景 63 点、撮りたてフォト 17 回分 来訪者 467 名) 
＜写真展の予定＞ 
・原本康則遺作写真展（原本氏は支部会員で支部会

員有志協催） 
東広島市民ギャラリー（くらら）で 8 月 31 日～9
月 5 日 
・支部写真展「第 2 回ことばの風景～季節のことば

～」開催 
東広島市民ギャラリー（くらら）で 9 月 13 日～18
日 
・支部写真展「第 8 回ふるさと東広島を撮る」開催 
東広島市民ギャラリー（くらら）で来年 4 月 19 日

～24 日 
２．フォトフェニックス部会  
・月例会（毎月第 2 土曜日） 
・例会では毎回 3 作品を持ち寄り会員による審査会、

講師に依る講評を受け、撮影技術・センスの習得・

向上を図っている。 
・年間 6～7 回の撮影旅行を目指している 
＜撮影旅行（例）＞ 
・稲穂祭：狐の嫁入り（下松市） 

2015 年 11 月 2 日～3 日、参加者:9 名、交通:JR 
・久井はだか祭（三原市） 

2016 年 2 月 20 日、参加者:4 名、交通:JR+三原市

主催バスツアー 
・千光寺の桜＆街並み（尾道市） 

2016 年 4 月 4 日、参加者:5 名、交通:JR 
・壬生の花田植（北広島町） 

2016 年 6 月 5 日、参加者:4 名、交通:自家用車 
３．ビギナーズフォト部会  
・月例会（毎月第３火曜日） 
・撮影技術、現像処理技術（フォトショップの使い

方、など）などを中心に勉強している。 
・撮影実技で、2015 年 8 月から、テーマ東広島駅

物語(市内既存の 9 駅＆来年春開業の寺家駅の駅周

辺)を継続して撮影している。 
＜撮影旅行（例）＞ 
・奥能登撮影旅行（石川県能登半島） 
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（カワラナデシコ(上)とナンバンギセル(右)） 

2015 年 11 月 17 日～18 日、参加者:８名、交通:JTB
旅物語ツアー相乗り  

・義士祭撮影旅行（兵庫県赤穂） 
2015 年 12 月 14 日、参加者:11 名、交通:JR 青春

18 切符利用 
■撮影情報『冬の酒蔵通り』 
①場所 :西条酒蔵通り  
②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。西条酒蔵通りにある路地をまた

いで建つ建物が珍しい。昭和初期に賑わった芝居

小屋「朝日座」への入口となっていたもので、通

称「くぐり門」として親しまれている。 
※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  
③問合せ :西条酒蔵通り観光案内所（082-421-2511） 
④交通 :ＪＲ西条駅から徒歩 5 分～10 分 

 
（厳寒の酒造り 撮影：大山高司） 

 
（雪のくぐり門 撮影：大山高司） 
 
  北広島・芸北支部                            

（北広島・芸北支部世話人 杉本 洋子） 
■新メンバー入会 
 H27 年度から新メンバー1 名が入会しました。（現

在支部会員は 17 名）仕事の関係から参加できる機

会は少ないのですが、雰囲気も改まり良い刺激をも

らっています。 
■日頃の活動から 

毎月一回の例会は、指導いただく紺野先生やメン

バーの都合、被写体の様子を見ながら期日を決めて

います。今回は 7 月 28 日行った例会の様子を紹介

します。 

 さてこの夏の暑さは格別ですね。この日も容赦な

い日差しが降り注ぐ中、秋の七草が咲きそろう雲月

山で山野草などの撮影をしました。この日は終始風

が吹いていたので心地よかったのですが、揺れに揺

れ花の撮影には悩ましい風です。 
 山肌には、キキョウ、カワラナデシコなど秋の七

草や、山野草が咲き、まるでお花畑のようでした。

花の撮影はもちろん、花のある風景としての撮影も

勉強しました。 

また同日夜には、夏の恒例行事『暑気払いバーベキ

ュー』を計画。いつもは参加控えめなメンバーも集

って賑やかな楽しいひとときとなりました。 
■『呉・初夏を撮る』に参加 

芸北支部の撮影会参加は 5 月 25 日で、参加者は

11 名。遠方への撮影行はみんな楽しみにしていて小     

旅行気分です。日招き大橋からの撮影や鹿島で海辺

の撮影などを楽しみました。  
海自カレーを食べよう！というのがメンバー暗黙

の了解で、ちょっと時間は下がったのですが無事カ

レーを食べることができ帰途につきました。 
コンテストでは今村さんが入選となりました。 

（日招き大橋のたもとから） 
■第 10 回芸北写真展開催 

6 月 25 日～7 月 3 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で開催しており、

今年で 10 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。 
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◆寒さに負けず   

（広島・安芸支部 數實 明） 
日本は四季があります。冬は澄んだ空気がとても

きれいです。秋の木枯らしがやってきてやがて冬到

来。寒さに震え暖炉が恋しくなります。暦の上では

冬期間は３ケ月ですが冬は長く感じます。季節の挨

拶をします。「厳しい寒さが続き冷え込みますね！」

「寒中お見舞い申し上げます」時候の挨拶しながら

冬を過ごします。外に降る雪を温かい部屋から眺め

ながらお茶やコーヒーを飲む時、心癒されます。 
「冬」を想像しますと・・・「雪景色」「吹雪」「つら

ら」「ストーブ」「家族でスキー」「雪だるま」「凧揚

げ」「箱根駅伝」「クリスマス」「イルミネーション」

「忘年会」「正月の団欒」「札幌雪祭り」「初日の出」

「こたつでミカン」「年を重ねる」「雪景色の写真」

「枯葉」「なべ物料理」等、色々なイベントがあり、

冬も人それぞれ楽しい冬を過ごしています。冬時期、

外でお仕事している方たち、寒いのに、冷え込むの

に、一生懸命頑張っておられる姿を拝見すると感動

します。また、寒い中、自分の健康作りでジョギン

グを楽しんでおられる人たちを見かけると、自分の

健康管理のことを反省します。 

私こと、冬に観光バスで蔵王観光したとき、風雪

に耐えている山頂付近の木々を見て感動した思い出

があります（写真）。 
日本の四季には、それぞれ特徴があります。私た

ちは太陽の光を浴びて生かされていますので、四季

を愛し、冬の寒さに強き心をもって人生を送らなけ 

 
 

 
 
 
 

 
ればと思います。 

冬は毎年やってきます。冬が好きだ！嫌いだ！は

言っておられません。前に向かって前進あるのみで

す。冬の寒さに負けず感動写真を撮りたいと思う今

日この頃です。 
 

◆野呂山の雪景  
（呉支部 諏訪 博明） 

呉地区での冬のテーマは県北に比べれば極限られた

地域となってしまいますが、今回は標高８００ｍの

「野呂山」につ

いて投稿致しま

す。野呂山の周

辺の平野部では

全く雪もなく良

い天候でも、年

にもよりますが

１月中～２月中

頃の野呂山頂で

は雪が積もり平

地では創造も出

来ない冬景色と

なる事が何日か

あります。スノ

ータイヤ装備が

安全です。 
 

野呂高原ロッジ駐車場より（２月中旬） 

 
  

 

 

玉すだれの滝（２月中旬） 
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◆猿も寒けり温泉に。 
（安芸府中支部 河中 文雄） 

H24 年 1 月に写真仲間と車で地獄谷野猿公苑を訪

ねた。当日は長野県は大雪警報が発表され道中心配

したが、何ごともなく無事現地に着いた。雪道を歩

き公苑内に入るとサル専用の露天風呂温泉、猿さん

よりカメラマンが多いのと,海外からの観光客が多

いのに驚いた。当日は雪が少ししか降らなかったが、

2 日目は朝から雪が降り、ときには激しく、温泉に

つかって気持ちよさそうなサル、授乳中の親子サル、

猿のいろんな仕草、表情や可愛いさに癒されながら、

寒さを忘れ

撮影に夢中

となり、レ

ンズの表面

に雪が付着,
気が付かず

失敗写真も

あり反省。 
遠すぎて

もう二度と

は行けない、

楽しい思い

出になりま

した。 

 
◆『冬』の苦い思い出  

（小瀬川支部 服部 隆） 
温暖な瀬戸内に面したわが町廿日市も年に二、三

度うっすらと雪が積もることがある。 
そんな雪をみると無性に雪景色が見たくなり、北

部の吉和地区やもう少し足を延ばして安芸太田町や

北広島町に一人で出掛けて雪景色を楽しんでいる。 
そんなあるとき、支部員の前で一度芸北の雪景色

を撮りに行ってみないかと誘ってみたところ以外に

も多くの支部員が ”行きたい” とのことで早速計

画をたててみることに。 
まずは乗り物、冬用タイヤを付けたマイクロバス

の手配、撮影地の選定、撮影日は何日にするか、昼

食をどうするか、トイレの場所は等々、幸い芸北地

区に精通した北広島支部の杉本洋子世話人さんにア

ドバイスを戴くことが出来すべて準備が整った。あ

とは当日の天候が出来れば晴れれば申し分なし。 
ところがところが、一週間前から出る週間天気予

報はなんと当日は傘マークが出ている。 
“うそだろー 真冬のこの時期に雨” 、せめて雪

マークに代わってくれと毎日予報を見ても変わる様

子なくいよいよ決行か中止するか決断する日がきた、

三日前にやむなく中止。 
それからの三日間、当日絶対に雨が降ってくれな

いと中止した立場がないと祈る気持ちが通じたのか

当日は朝から土砂降りの雨、長い人生で雨が降って

嬉しかったのはこれが初めてだったかもしれな

い・・・。 
出来ればこの冬にもう一度挑戦してみようとは思

ってはいるが、さてどうなるか。 

 

 
（冬の深入山風景） 

 
◆小寺池の冬  

（東広島支部 加島 秀郎） 
西条町と高屋町の町境に聳える白鳥山は校歌の一

節にもされ、西条方面からの山容から土地の古老は

安芸富士と呼び崇敬している。山頂には日本武尊(ヤ
マトタケルノミコト)を祀った白鳥神社がある。 

晩秋のある日、日の出を狙って訪問したが生い茂

る立木に遮られて失念の内に下山。途中、登山中は
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気が付かなかったこぎれいに整備された溜池と周辺

に耕作放棄田、廃屋を発見。池周辺の立木が逆光に

映え、幻想的な雰囲気に夢中でシャッターを押して

いた。 
年を経て池霧を狙いたくて当地を思い出し、早朝

出かけた。池も周辺も以前と何も変わっていなかっ

た。池霧は日の出とともに見事に立ち昇り、昨夜來

の降雪と相まって再び幻想的な風景に出会えたので

ある。車で気軽に行ける場所にあり、これからも繰

り返し訪問したいお気に入りの一つになっている。 
場所 ：広島県東広島市高屋町溝口  

地図 検索 小寺池 高屋町 
交通 ：西高屋駅から南東 直線距離で 2.4ｋｍ 

 
 
 
 
 
 
（眠る小寺池 
撮影：加島秀郎） 
 
 
 
 
 
 
 
（小寺池の目覚め  
撮影：加島秀郎） 
 

 
  編集後記              

ＨＰ担当 杉本洋子 
 （北広島・芸北支部） 

2 年ぶりの会報発刊となりました。 
 各支部の世話人さんをはじめ原稿を担当された皆

様、お忙しい中 寄稿いただきありがとうございまし

た。支部の特色もそれぞれ、情報もいろいろ盛り込

まれていて、原稿を受け取る第一読者としてあらた

めて楽しく新鮮な思いで拝見しました。 
 さて、6 月の世話人総会で、私方代表を退任し、

広島・南支部の小泊直美さんが新代表となられまし

た。これまでの歩みに加え新たな風が吹くごとく、

新代表を盛り立てていきたいものです。 
任期中、至らなかった点ばかり頭をよぎり申し訳

ない思いがこみ上げるのですが、4 年の期間を務め

ることができましたのは、ひとえに皆様方のご協力

があったからに他なりません。大きな心で見守って

いただき本当にありがとうございました。 

◆極限の自然美  
（北広島・芸北支部 杉本 洋子） 

冬の話題には事欠かない芸北ですが、特筆すべき

はやはり『氷点下 20℃の世界』と思っています。 
雪が降った後、放射冷却で冷え込んだ朝には、ま

ばゆいばかりの雪景色が広がっています。木々が霧

氷に覆われ、ダイヤモンドダストがキラキラと舞う

様子は何度見ても心躍ります。木々は枝先の細部ま

で純白の衣をまとい、ダイヤモンドダストやフロス

トフラワーは小さな光を反射して例えようのないく

らいきれいなのですが、その感動ほどの美しさをな

かなか写真にとらえきれません。 
手足はしびれるような冷たさ、時にカメラの動作

も鈍くなるほどの冷気の中、寒さと緊張と興奮、束

の間の撮影時間

はまさに戦いの

ようです。雪国

の冬は、生活者

にとって決して

良い環境とは言

えない季節です。

厳しいほど美し

いと言っても過

言でない極限の

自然美をとらえ

るべく、生活者

だからこその表

現がいつかでき

れば・・と思っ

ています。 
 
 
また、中国新聞社の田中部長様、松元担当様、大

村顧問様には、いろいろな場面で何かとお心配りを

いただき感謝の念でいっぱいです。 
世話人を退任したにもかかわらず、今回 私方の勝

手を申し会報の担当をさせていただきました。今後

は代表の方へ移行していくのが本来の姿と思ってお

ります。 
今号発刊に際しご協力くださった小泊新代表の思

慮深いお心遣いに感謝いたします。 
平成 22 年 12 月、担当になって初めての会報第

17 号から今号まで、9 号の発刊に携わらせていただ

きました。その間、各支部の皆様といろいろなやり

とりをさせていただいたことは、私の大きな宝とな

りました。重ねてお礼申し上げます。 
今後も会報が会員各位の憩いの場となり、支部や

会員相互の和がさらに結ばれていく一助となります

よう願っております。 

（ダイヤモンドダスト） 


