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ごあいさつ 

中国新聞社編集局 映像部長 坂田一浩 

 

 当クラブも結成から１５年を迎えました。多

くの多くの会員の皆様をはじめ、各支部の世話

人の皆様の献身的な活動に支えられ、当クラブ

が発展して参りましたことにあらためてお礼

申し上げます。 

 ここ１年、「錦秋の岩国・柳井」「初夏の世羅・

上下」の２回、撮影会に参加させていただきま

した。写真をただ撮影するだけでなく、あちこ

ちで広がる皆さんの笑顔に接して、地域や世代、

性別を越えた交流が根付いていることを実感 

しました。写真とともにはぐくまれた絆がそこ

にありました。 

 中国地方はこの１年で、西日本豪雨災害のほ

か、島根県西部地震など大きな自然災害に見舞

われました。自然の恐ろしさを思い知らされま

した。日ごろから自然を相手に写真を撮影する

ことは多いと思います。自然の様々な側面を忘

れず、自然に向き合うことも必要です。 

 中国新聞社の「読者の写真」も間もなく６０

０回を迎えます。皆様の積極的なご応募に支え

られて歩んだ歴史そのものです。今後ともよろ

しくお願いいたします。皆様のさらなるご活躍

とご健康を祈念して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 

【29回撮影会】 

中国新聞写真クラブ（14支部、５００人）の第

29回撮影会「錦秋の岩国･柳井」は 11月 5日から

14日まで 10日間の日程で開催されました。 

 会場は岩国、柳井市。広島、山口、島根県から

約３００人の会員が参加しました。初日には岩国

市の吉香公園周辺で写真教室も開かれ、鮮やかな

紅葉や観光客でにぎわう錦帯橋をカメラに収めて

いました。 

 かがり火に照らされ暗闇に浮かぶ錦帯橋。赤や

黄色に彩られた木々の錦秋美。柳井市の観光スポ

ットとして人気の高い白壁の町並みや「茶臼山古

墳歴史の広場」に点在する埴輪などを感性豊かに

切り取っていました。応募総数は７２１点。その

中から特選となった 10 点を紙面に掲載しました。 

 

 

【30回撮影会】 

 中国新聞写真クラブ（14支部、４９５人）の第

30 回撮影会「初夏を撮る 世羅･上下」は 6 月 3

日から12日まで10日間の日程で開催されました。 

 会場は世羅、上下町。広島、山口県から約３０

０人の会員が参加しました。初日には世羅町の観

光農園「そらの花畑 世羅高原花の森」で写真教

室も開かれ、園内に咲き誇る多種多様なバラの花

に焦点を絞った撮影方法を学んでいました。 

 初夏の青空を背景に輝きを増すバラや水田に映

える青々とした苗。白壁やなまこ壁の町並みや昔

の酒蔵を利用した人形館などを個性豊かに切り取

っていました。 

 応募総数は７９０点。その中から特選となった

10点を紙面に掲載しました。 
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【世話人総会】 

結成 15 年目を迎えた中国新聞写真クラブ世

話人総会が、６月２３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佐藤泰造執行

役員編集局長、坂田一浩映像部長が参加しまし

た。 

 【佐藤泰造・執行役員編集局長の挨拶】 

中国新聞写真クラブの皆さんには日頃より

読者の写真、フォトレポーター発などの投稿で

紙面に協力いただいています。 

読者の写真の審査を担当しているが、いつも

皆さんの力量の高さに驚いている。１枚の写真

は 100行の記事に勝とも劣らない力を持ってい

る事を実感しています。これからも新聞社と写

真クラブの連携をより深め、皆さんと一緒に地

域をつなぐ紙面を作っていけたら良いと思っ

ています。 

【坂田一浩・映像部長の挨拶】 

先日、中国新聞写真クラブ撮影会で世羅に赴

き貴重な時間を過ごさせていただき感謝して

います。 

今年 2月に泉美術館で開催された「読者の写

真」写真展にご協力いただいているキャノン株

式会社。今年も会場に担当幹部が訪れ写真のレ

ベルの高さに驚いていました。「上位の写真は

プロレベルにある。いつも緊張感を持って拝見

させていただいている」との感想をいただいた。

皆さんの写真に対する熱い思いが届いたもの

だと思っています。 

今年、16年目に入る中国新聞写真クラブ。ま

すます地域に根ざした活動が広がっていくこ
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とを期待しています。また、本日お集まりの各

支部の世話人さんの努力で会員の結束が図ら

れており、大変ありがたく思っています。これ

からも引き続きクラブが発展するよう頑張っ

ていただきたい。そのために本部も積極的に協

力していきます。 

【小泊直美世話人代表挨拶】 

いつも中国新聞社にはご支援いただき感謝

しています。昨年代表になり一年あっという間

に過ぎました。皆様には会報等でご協力いただ

き有り難うございました。年 1回の発行であり

ますが、今年も協力をお願いします。これから

もスムーズな会の運営が出来ればと思ってい

ます。忌憚のない意見交換をお願いします。 

 

議事本題 

       

【新世話人紹介】 

 広島・安佐南支部 森田武夫、広島・安佐北支

部 高橋敏子、広島・安芸支部 高野慎之介、

安芸府中支部 吉川良治、周南支部 山門豊。 

【役員選任】 

 小泊直美代表世話人、山本旁之副代表世話人

は留任。梶本恊治（広島・東支部）さんが新し

く副代表に選任された。 

【撮影会開催日】 

第３１回秋の撮影会は廿日市・大竹（11月 4

日～13日）、第３２回春の撮影会は東広島･竹原

（期間未定）に決定した。 

 

 

 

福山東支部（世話人 山本旁之） 

第 9回福山東支部写真展を、2018年 9月 3日

より 9月 8日迄、ギャラリーマサノで開催しま

した。 

今年度のテーマは、「お気に入り」と「花」の二

点で、支部員 22 名が一年間撮り続けた各二点

を出展し、松元講師に一点特別出展頂き、総計

四十五点を展示しました。 

期間中、福山市を中心に尾道市、府中市、笠岡

市より 270名の皆さんに鑑賞頂きました。 

福山東支部は、偶数月の第一木曜日午後 6時

より中国新聞備後本社で例会を開催し、松元講

師に指導を受けています。 

尚、写真展開催にあたり、特別に 7月例会を行

い、松元講師に作品選定・トリミング指導を受

けました。 

第 10回写真展は、2019年 9月 2日より 9月

7 日迄ギャラリーマサノで開催する事に決定し

ました。 

テーマは、「お気に入り」と「乗り物」の二点に

決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各支部の活動報告 

第
９
回
福
山
東
支
部
写
真
展
出
展
者
集
合
写
真 
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三原支部 （世話人 藤原敏明） 

三原支部は現在２３名で活動し、年４回の例

会と年１～２回の撮影会、秋又は冬に年 1回の

写真展開催を活動のメインとしています。決し

て活発な活動とはいえませんが、私を含め仕事

が現役の会員もおり現状の活動が身の丈に合

ったものではないかと思います。近年は支部会

員の高齢化で退会や休会される方も出ている

一方で、新たに加入される中高年の会員も最近

続いており、無理無駄のない活動を今後も心掛

けていかねばと思います。 

１０月には今年度の写真展を駅前の市民ギャ

ラリーで開催し多くの市民の方にご覧いただ

きました。バラエティーに富んだ見ごたえのあ

る作品だとお褒めの言葉もいただき部員一同

自信を持つこともできました。また、写真額の

前面にアクリルガラスがない方がいいという

指摘を一般の方からいただき、次回からは前面

ガラス無しに統一しようとみんなで決めたり

して、ひとつずつ勉強してより良い写真展にし

ていこうと決意をあらたにしました。 

 

今夏の豪雨災害を乗り越えて 

この夏の豪雨災害では大きな被害を出した沼

田川ですが、この川を中心に三原の自然が形作

られ、生活用水の供給という点で人々の生活も

依存しているのも事実で、今回の災害の記憶を

後世に残すためにも各自が身近な被害状況の

写真を残す努力をしました。大規模な被害状況

は新聞社やメディアが記録してくれますが、身

近な被害状況は記録されないままに記憶と共

に風化していく運命にあります。そこで各自が

残した身近な状況写真が将来大切な記録とな

る可能性もあると思っています。カメラを持つ

者が出来る貢献は何なのだろうかと考える機

会ともなりました。 

支部会員の中にも床上、床下の浸水被害にあ

った本郷町の方がいますが、更に被害の大きか

った方々のことを思いやり自らを励まして立

ち直って歩み続けておられます。また、災害後

に県内各地の支部の方々から頂いた励ましや

お心遣いに対してもこの場を借りてお礼申し

上げます。 

 

 

 

（例会風景） 
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東広島支部（東広島支部事務局 加島秀郎） 

■支部の活動状況 

平均年齢 70 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。 

 高齢による自然減を補充すべく新入会員の

獲得に市の HPや施設の案内板、写真展の案

内はがきは会員募集を兼ねるなどの活動を

行なっています。新入会員 1名あり。 

 月例会 36回（2017年 10月～2018年 9月）、 

 撮影会は、例会前撮影会を含め年 20 回余

（2017年 10月～2018年９月）、 

 支部の写真展は、４回開催（定期の写真展

2017秋 2018春･秋と特別展 1回） 

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・研究してきました。創立の主旨か

ら、撮る・現像する・プリントする・

額装し展示する、を会員自ら行うこと

に努めています。撮影地は、東広島を

写真で記録し続けることを一つの大

きな目標にして活動しています。その

ようなことから、2010年に第 1回「ふ

るさと東広島を撮る」写真展を西条プ

ラザで開催して以来、今年 3月で９回

の写真展を重ねてきました。 

月例研究会-1（毎月第 2土曜日 13：

00～16：00）、12 回、写真展準備、

品評会 

 例会前撮影会（毎月第 3火曜日 9：00～12：

00）、12回、市内バス停・駅周辺撮影 

 月例研究会-2（毎月第 3 火曜日 13：00～

16：00）、12回、写真の撮り方、レタッチ

ソフトの使用方法、など。 

＜撮影会（例）＞ 

 2017 年 11 月、第 29 回撮影会「錦秋の岩

国･柳井」、JR利用、参加 11名。 

錦川流域の紅葉を狙い、錦川清流線のとこ

とんトレインを利用して、雙津峡、元湯な

ど沿線の情景を楽しみました。 

 2018年 6月、第 30回撮影会「初夏を撮る。

上下･世羅」、マイクロバス利用、参加 18

名。自然観察園ではハッチョウトンボの撮

影に夢中になり、自然観察指導員の方のヒ

ョウモンモドキの育成や自然観察園につ

いて熱い思いを聞き、小さな個体を追いか

けながらの撮影を楽しみました。上下の町

並みは旧き時代を偲びながらたっぷりと

時間を取って楽しみました。晴天に恵まれ、

すずらんホテル木原「すずらん」の一服は

有難いものでした。 
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 月例撮影会（2017 日年 10 月～2018 年 9

月） 

東広島市内の駅・バス停・周辺集落の記録、

12回 

＜写真展＞ 

 2017年 10月 第 3回ことばの風景写真展

～季節のことば～ 

今回の学習発表は、季節を感じさせる作品

を集め、テーマに沿った「良い」、「なるほ

ど」と思わせる題名を付けることを目指し

ました。東広島市民ギャラリーで開催 (出

展者 16名、来訪者 650名)。 

 2018 年 3 月 第９回東広島を撮る～ふる

さと一隅～ 

毎月の「例会前の撮影会」や撮り貯めた写

真の中から、うまい写真ではなく、ちょい

と気になる・何となくいいな・あるいはな

にかヘンな感じだなと思うような写真を

選び、一枚一枚が独立しつつもふるさとの

今を醸し出す展示方法などの学習を行い

その成果を発表しました。東広島市民ギャ

ラリーで開催 (出展者 19名 、来訪者 825

名)。 

 2018年 10月 もう一つの秋彼岸 

広島空港の真西に沈む夕陽を被写体とし

てお彼岸の季節を表現しました。ちゅーぴ

ーカルチャーセンター新教室（ショージ寺

家駅前店２F）に展示（出展者 8 名、9 作

品）。 

写真展の規模は小さいながら立派なチラ

シと看板が用意されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2018年 10月 東広島１０の駅物語～改札

口から約３００ｍの世界～ 

十駅十色の改札口から 300ｍの世界を歩

きながら、ちょっと気になる・・面白い・・・

ヘンテコな・・心に響く・・そんな一瞬に、

オﾂ！アレ？・・と気の向くままにカメラ

を向けた雰囲気を表現しました。東広島市

民ギャラリーで開催 (出展者 21名 、来

訪者 759名)。 

       

２．フォトフェニックス部会 

 月例会（毎月第 2土曜日 9：00～12：00） 

例会では毎回 3 作品を持ち寄り会員による

品評会、講師に依る講評を受け、撮影技術・

センスの習得・向上を図っています。 

 中国新聞写真クラブ撮影会を含め年間 6～7

回の撮影旅行を目指しています。 

＜撮影会（例）＞ 

 吾妻山の紅葉（庄原市） 

2017年 10月 20日 

 住吉神社の節分祭（広島市） 

2018年 2月 3日 

 宮崎神社の春花祭（東広島市） 

2018年 4月 7日 

 塩原の大山供養田植（庄原市） 

2018年 5月 27日 

■今後の予定 

＜月例会＞ 

 月例研究会-1（毎月第 2土曜日） 

 月例撮影会（毎月第 3火曜日） 

 月例研究会-2（毎月第 3火曜日） 

 月例フォトフェニックス部会（毎月第 2土

曜日） 

（
写
真
展
案
内
チ
ラ
シ
） 

（写真展会場） 
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＜撮影会＞ 

 中国新聞写真クラブ撮影会 

 月例撮影会 

 撮影旅行 10回程度 

＜写真展＞ 

 春の支部写真展 

2019 年 3 月 7 日(水)～12 日(月)東広島市

民ギャラリー くらら 1F   

 秋の支部写真展 

2019 年 9 月 4 日(水)～9 日(月)東広島市

民ギャラリー くらら 1F 

 

呉支部（竹原・江田島含）（世話人 諏訪博明） 

平成３０年１月に呉支部（会員２５名）定期

総会を開催し今年度をスタートしました。支部

活動の更なる活性化を促進する為、平均して２

カ月に一度の例会の定着化、写真展を年に２回

の開催（昨年から２回実施）、春と秋の撮影会で

はマイクロバス（対象地域が遠方の場合）によ

る呉支部としての撮影会も計画しました。 

年初から今日までの活動実績として、既に５

回の例会を実施、年度末までには予定の年６回

の例会は達成の見込みです。 

今年度初回の写真展（第１３回）を「街かど

市民ギャラリー９０（くれ）」にて６月～７月に

かけ２０日間開催致しました。下の写真は入口 

の風景です。 

 

無料で借用出来る為、継続的に利用する事によ

り写真展開催の定着化を図り、徐々にではあり

ますが来場者の増加に繋がればと考えていま

す。 

通称レンガ通りに面しているので、呉市街地

の活性化の一助とも考え、開催している面もあ

ります。 

春の第３０回撮影会は対象地域が世羅・上下

地区なので各自での参加とし、１８名が参加致

しました。 

■今後の予定 

１０月末からの予定としては、第３１回撮影

会は廿日市・大竹が対象地域である為、マイク

ロバスを手配、呉支部独自の撮影会を予定して

います。尚、期間中の参加者は２０名を予定し

ています。 

毎年開催しています呉市立美術館での写真

展は、諸般の事情により平成３１年２月２７日

～３月３日の５日間となりました。寒い時期で

すが多くの方の来場に期待しています。 

 

北広島・芸北支部 （世話人 杉本洋子）            

 芸北支部では毎月一回の例会を基本に、撮

影会と座学を行っています。今回は 9 月１９

日開催の様子を紹介します。 

集合は 9 時、いつもご指導いただく紺野さ

ん宅に集まります。まずはお茶を頂きながら

各所の情報や近況など、雑談の時間も大切な

ひとときです。 

 さて撮影会は、八幡高原を散策しながら秋
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の山野草などを撮影することに。気持ち良い

秋空の下、千町原をゆっくり歩きながら、アケ

ボノソウやサラシナショウマ、トリカブト、な

どを撮影しました。アケボノソウの花びらは

普通 5枚ですが、4枚・6枚のものがあること、

雑草のミゾソバも、よくよく見るととてもか

わいらしい花で色のバリエーションが豊かな

ことなど、助言をもらいファインダーを通し

て見てあらためて感動する場面もありました。

仲間と声を掛け合いながら小さな発見と撮影

を楽しみました。 

 
【写真：撮影会での一コマ。サラシナショウマ

を撮影中。】 

夜の座学前には、まず腹ごしらえです。仕事

の都合で夜だけ参加のメンバーも加わり、鍋

物や持ち寄りの一品に舌鼓、賑やかにテーブ

ルを囲みました。 

 座学では、本日撮影分のデータをテレビ画

面で見ながら、背景の処理や被写体の配置

等々、長時間にわたり紺野さんに指導してい

ただきました。 

       ◇第 30回本部撮影会 

「初夏を撮る。上下・世羅」に参加 

 

本部撮影会への参加は、支部で集って参加

しています。今回は、6 月 6 日(水)に 10 名が

参加しました。天気はあいにくの雨模様でし

たが、バラ園や今高野山での撮影を楽しみま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真：今高野山にて】 

◇第１２回芸北写真展を開催しました 

６月２３日～７月１日まで、地元の芸北文

化ホールで写真展を開催しました。各自 1 点

と、北広島町観光写真コンテストの入選作品

51点（過去大賞作品を含む）をあわせ、68点

の作品を展示して開催しました。 

同会場で行われる芸北神楽研究発表大会も

楽しんでいただけるよう、毎回会期を合わせ

ています。ご来場いただいた皆様、遠路お越し

いただき誠にありがとうございました。 

 

 【写真：写真展会場の様子】 

◇中国新聞社ロビー展開催 

 10 月 15 日～26 日、中国新聞社１F ロビー

で芸北支部の写真展『芸北四季の彩り』を開催

しました。地元の魅力を発信しようと身近な

光景の写真を展示させていただきました。多

くの方にご来場頂き、ご意見や励ましのメッ

セージも頂戴し心から感謝申し上げます。誠

にありがとうございました。 

◇今後の予定  

 第 31回「秋彩 廿日市･大竹」撮影会には 11

月 5日、参加する予定です。 
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 12月には恒例の年忘れの会を開催します。 

一年で最も多くのメンバーが集う機会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島・南支部（世話人 池神 隆） 

 

北広島・南支部は発足してやっと 1年半とな

りました。メンバーは 14名です。大半が現職で

働く人が多くなかなか全員が一同に集まるこ

とができません。これもやむを得ないと思って

います。そのために毎月の例会を 2か月に 1回

にして無理のない会を目指しています。撮影会

や懇親会を計画したいのですがこれからの課

題です。 

中国新聞写真クラブの春・秋の撮影会にはでき

るだけ出席するようにしており、地域で開催さ

れるイベントにもメンバー同士が誘い合って

撮影をしております。2 年目となった今年は松

元講師のご配慮で 12 月 3 日から中国新聞ロビ

ー展を開催させていただくことになり、現在テ

ーマ「花」を主題として 1人 3点の作品制作に

努力しております。 

いろいろな写真展などを拝見すると北広島町

の被写体が多く、地元に居住する者としてもこ

れから意欲的に地域の風景や行事を撮影した

いと考えています。この稿が発行されるときに

は間に合わないかと思いますが、北広島町には

神楽団体が５1 団体あり各地でお祭りが開催さ

れています。春夏秋冬イベントも多く季節に応

じた風景も美しい田園地域です。新支部で試行

錯誤しています。よろしくご指導のほどお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例会風景） 
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広島・安佐北支部（世話人 高橋敏子） 

４０代～７０代の男性７名、女性６名の１３ 

名で活動しています。 

例会は、毎月第３木曜日 

奇数月  

広島信用金庫高陽支店で松元先 

生により２Ｌプリントを見てい 

ただき指導を受けて居ます。 

偶数月 

 高陽町口田南の会場でＵＳＢに 

入れてきたものを投影し皆で話し 

合いします。 

投影途中で、お昼になるので昼 

食をとりながらまた話がはずみ 

ます。 

撮影時の思いや苦労話とか話は 

つきません。 

撮影会は基本的にみんなで一緒に行くこ 

とはありません。 

数人が誘い合っていくことはあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昼食時間） 

（例会風景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島・安佐南支部（世話人 森田武夫） 

■活動状況 －平成３０年― 

①世話人交代について 

 創設時からＨ３０年３月まで長年に亘

り代表を務めて頂いた「吉田一志様」に心

から感謝申し上げます。 

 新世話人代表 森田武夫が務めますので、

よろしくお願い致します。 

       （副代表  樋上憲昭） 

②安佐南支部員は４０名です。活動内容は、

新年懇親会、撮影会、作品展、公民館祭り

などに参加しております。 

➂月例会は、毎月第二土曜日１９：００〜２

１：００祇園公民館にて行っております。 

  これまでの参加者は２０人前後、松元潮先

生のご指導を受けており、心から感謝して

おります。 

④新年懇親会について、今年は１月２０日に

「そば庄出雲」にて開催しました。２１名

の参加。 

⑤第２２回公民館祭りは、３月３日〜４日開

催され、１５名が各２作（計３０点）を展

示しました。 

⑥第３０回撮影会「初夏を撮る、上下・世羅」

では、６月１１日にマイクロバス利用で実
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施しました。当日は一日中小雨でした。２

１名の参加で、大村博先生には水滴の美し

さ等の撮り方をアドバイス頂きました。多

謝。 

⑦中国新聞第１４回安佐南支部作品展 

  中国新聞本社 1階ロビーにて、８月２７日

（月）〜９月 7日（金）で開催しました。 

テーマ･･･「春」、「自由」で各１点（計２点）

22名が参加、松元先生の作品を含めて 

計４５作品を展示。 

 

 

   ＜展示作業をして頂いた方々です＞ 

 
 

 ⑧祇園公民館１階ロビー展を、9月 8日（土）

〜２２日（土）で開催しました。 

  展示内容は、上記中国新聞ロビー展と同じ

内容です。 

  ⑦、⑧ともにたくさんの方々にご来場頂き、

会員一同大変喜んでおります。 

 

 広島・可部支部（世話人 鍵本英明）  

①   活動状況  

・コミュニティーサロン可笑屋での例会（月 1回第 3月曜日）  

・可部支部だよりの発行  

 ・連絡事項  

 ・撮影地ガイド  

 ・写真展の案内等  

・撮影会の実施  

 ・中国新聞主催の撮影会にマイクロバスで参加  

②   今後の予定  

・コミュニティーサロン可笑屋での写真展  
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・月 1回のミニ撮影会の実施  

 

 

 

安芸府中支部（世話人 吉川良治） 

活動状況 

豪雨災害、このたびは思いもよらぬ災難で「各

支部」大変だったことでしょう。 

お察しいたします。支部のみなさんいかがでし

たか？ 

我が安芸府中支部、府中町～海田町、熊野町～

坂町はまだ復興の最中、瀬野川の鳥も少なくシ

ャッターが切れない状態です。 

活動報告 

2か月に一回偶数日、第 2月曜日 15：00～17：

00 安芸府中南公民館にて、活動報告・情報交

換の打ち合わせ、各自が写した写真を持ち寄っ

て、講師松元先生に評価と指導を受けています

（年に 6回）例会活動。 熊野町から来られる

方は、約 2時間かけて例会に参加されています。 

今年は支部としての撮影会はしていませんが、

少人数で各自マイカーを出し合い、カメラを片

手に、撮影を楽しんでいます。 

 

我がクラブの楽しみ、喋ろう会（年に二度） 

新年会、納涼会を行いました。 

 

中国新聞写真クラブの行事は、ほぼ 100％に近

い参加。 

中国新聞写真クラブ「結成 15周年記念」コンテ

ストに、全員参加、特撰 1名 入選 3名。 

また、「初夏を撮る、世羅・上下」撮影会では 2

名の特撰に喜んでいます。（全員参加） 

松元先生指導のおかげだと思っています。 

写真展 

年に 1回 中国新聞本社ロビーで、広島・安芸

支部、安芸府中支部共同で写真展を行っており

ます。 

 

私事 

今年度からまだ一年立っていない私ですが、当

初は、世話人が務まるか不安でした。 

今でも思っています。 

昨年度は、14名のメンバーが活動していました

が、2名が減り寂しい思いで活動してきました。

8 月下旬に新しいメンバーが加わり現在は、13

名で活動しています。 

少人数でも少人数ながらの良さを出し合って、

「健康に気をつけ元気で楽しく写す」をモット

－に、松元先生の指導の下でアドバイスを頂き

頑張って行きたいと思っています。 

 

 

 

広島・安芸支部（世話人 高野慎之介）  
 

  

 広島・安芸支部は今年４月に役員の改選を行 

い、長年にわたりご尽力なさった世話人の數實 

さんが勇退し、後任として私、高野慎之介が 

世話人となりました。よろしくお願いいたしま 

す。 

支部としての活動は、偶数月の第一土曜日に 

実施している年６回の例会は毎回実りある会合 

を目指し松元講師を招いて会員同士コミュニ 

ケーションを図りながら運営しています。 

我が支部の会員も高齢者が多く現在１４名中 

２名の方が休会しています。 
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写真のことにはベテランの方や写真歴の浅い方 

など様々です。 

 その意味に於いて、今後の例会では「いまさ 

ら聞けない質問」と題して、初歩的なこと、 

写真の撮り方、カメラ用語、カメラ機能につい 

てなど、今更恥ずかしくて聞けないことでも 

雑談形式で質問を出し合い、松元講師に解説し 

て頂き技術向上の糧になればと期待しています。 

  

 

 
 

 

   

 
  

 

安芸支部としての写真展は府中支部と合同写真 

展として、今年１１月１２日から１１月３０日  

までの休日・土曜日を除く 16日間、中国新聞 

社１階ロビーで実施いたします。 

今回のテーマは『空』で皆さん選りすぐりの 

作品で見応えのある作品ばかりのようです。 

 １人でも多くの方に観覧して頂くことが、 

我々”カメラマン”としての喜びであり、 

おおきな励みになると思います。 

  

○その他報告 

 今年の夏はここ安芸区にとって、大変大きな 

豪雨災害に見舞われ、また皆様方より励ましの 

お言葉やご支援をいただき本当にありがとう 

ございました。 

おかげさまで広島・安芸支部の会員には物資的 

な被害は多少ありましたが、人的被害はなく、 

安堵いたしました。 

会員の中にはボランティア活動のため、寝食を 

忘れて活動されたかたもいます。 

畑賀にお住いの岡田さんの活躍ぶりが災害から 

２か月が経った９月６日の中国新聞に大きく 

取り上げられた記事が載り、話題にもなりま 

した。 

 豪雨災害に見舞われた安芸区の一部では風景 

や町並みが一変、風光明媚な瀬野川に於いては 

土砂が１メートルも堆積しており、安芸市民の 

散歩コースになっている河川敷もままならない 

状況です。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我々、カメラを趣味としているものにとって、 

このような現況に負けず、前向きに、お互い 

切磋琢磨しつつこれからも地元の風景を中心に 

とりつづけていきます。 

 

 

 

 

  

 

広島・東支部 （世話人 梶本恊治） 
【近況】 

松元先生の指導風景 
災害前の瀬野川 

災害後の瀬野川（9/13撮影） 
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 支部会員は１３名、内４名の方が休会中です。

実質９名で活動しています。会員も高齢に成っ

て居る為、全員での撮影会は殆ど実施していま

せん。(昨年度、１名の方が高齢の為、脱会され

ました。) 

会員増をと公民館内に会員募集のポスターを

掲示させて貰って居ますが、現在の所入会希望

者は残念ながら居られないのが現状です。 

 土井晃会員が平成３０年１０月２３日(火)

～２８日(日)まで、県立美術館にて個展を開催 

致しました。土井晃会員は長年にわたり、沖縄・

久米島に魅せられ、水中写真を撮って居られ素

晴らしい作品作りをされて居られます。会員の 

皆様はご覧になって頂いたかも知れませんね 

(近隣の世話人様には案内させて頂きました。) 

【例会】 

開催日時・・・毎月第三金曜日、１８時～２０

時迄 

場所・・・・・広島市東区温品 温品公民館 

奇数月・・・・プロジェクターを使って会員同

志の勉強会 

 

偶数月・・・・中国新聞写真クラブ担当松元先

生の指導を受ける 

【写真展】 

 中国新聞社１階ロビーをお借りして第６回

目の写真展を開催致しました。今回は自由作品

のみとし、講師松元先生を含め２８点の展示と

なりした。沢山の方に御覧頂き誠にありがとう

ございました。 

(開催期間、平成３０年６月１８日(月)～２８

日(金)まで) 

 

(中国新聞社１階ロビーでの写真展開催時の集合写真) 

 

広島・西支部（世話人 池浦俊文） 

活動状況 

 現在支部員男性 8人、女性 4人の 12人です。

2 ヶ月に 1 回の偶数月の第 1 週金曜日に、西区

己斐公民館にて勉強会として、1人 15枚前後の

2L写真を持ち寄り、撮影の意図や感想を話しな

がら、講師松元先生の指導を受けています。 

撮影状況 

西支部の会員さんは写真歴の長い方が多く、各

自自分なりの得意分野で楽しんでいるようで

す。 

高齢の方も多く、体調のこともあり、全員での

撮影会は中止しています。 
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写真展 

中国新聞ふれあい読者ロビー展を次回は 2019

年 5月か 6月予定。テーマとして“水辺の風景”、

及び自由作品で各自 3作品展示予定。 

西区己斐公民館パネル展 

地域の活動に参加する目的で毎年 8月から 1ヶ

月間、各自 2作品を展示。 

西区己斐公民館祭り 

10 月第 3 日曜日の祭りの日に毎年各自 1 作品

を展示。 

 

西支部として年 3回の写真展を開催。松元先生

の指導のもと心ときめく作品作りに支部員一

同励んでいます。 

会員さん 2名が加入されました。今後も会員さ

んが入部されることを期待しているところで

す。 

 

 

 

 

広島・中支部（世話人  蒲生 誠） 

 

会員数  14名（男性 12名、女性 2名） 

例会日  毎月第 4土曜日 午後 6時～8時 

場 所  中区社会福祉センター 

内 容  情報交換 および 松元先生に

よる支部員撮影作品の講評と指導 

今年度の行事 

⚫ 4 月 30 日  中支部撮影会…岩国市の吉

香公園(9名参加) 

ボタン・ツツジ・フジなど撮りに行きまし

た。今春のぽかぽか陽気のせいで最盛期を

過ぎていたのは残念でしたが、思い思いに

撮影を楽しんだ後、ちょっと豪華な岩国の

郷土料理を食べながら楽しいひと時を過

ごすなど、有意義な一日となりました。 

⚫ 6 月 3 日～12 日  中国新聞写真クラブ春

の撮影会(12名参加) 

  3名が入選しました。 

⚫ 9月 10日～28日  広島・中支部展(12名

が出展) 

   テーマ「橋」1 点  自由作品 2 点  

計 3点ずつ（中国新聞社 1Ｆロビーにて） 

    

見に来てくださった方々に、テーマ作品に

ついてたくさんの感想・ご助言・ご指導等

をいただきました。テーマ作品については、

特に熱心に見ていただいているのを感じ

ました。 

⚫ 11 月 4 日～13 日  中国新聞写真クラブ

秋の撮影会(12名参加予定) 

⚫ 1月 24日  新年会(予定) 

 

 

 

広島・南支部 （藤本晴夫）                          

活動状況 

１． 会員数：14 名（男性 9 名、女性５名） 

２． 定例会：毎月第三土曜日９：３０～ 

１２：００ 

定例会会場：広島市南区民センター会

議室 

講師松元先生による支部会員の撮影

作品講評、撮影技術やマナーの指導等 

３． 支部の撮影会として市内近郊を中心

に月１回程度開催予定、７、８月の猛

暑日を除外して実施してきた（参加者

は各１０名程度） 

４． 作品展示会 

① 2018.05.21～06.01 中国新聞１階ロ

ビーにて開催（各自、テーマ作品１点、

自由作品 1～3点） 
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② 2018.09.18～09.30 広島市南区民セ

ンターにて「さざなみギャラリー展」

開催（各自、自由作品 2～３点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島・佐伯支部（世話人 棟近正彦） 

○活動状況および今後の予定  

    佐伯支部の会員は久しぶりに 1名が入会

し現在 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、写真展、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。  

また、世話人会終了後の時間を利用して、

会員同士の合評会を開始しました。  

6月の「著作権・肖像権セミナー」には 4名

が参加しましたが、大変参考になりました。  

8月の佐伯支部写真展では額を 50角に統一

し、テーマ（まつり）13点、自由 27点（松

元担当の 1点含む） を出品し、無事に終了

しました。  

毎年 10 月の楽々園公民館祭りでも写真展

を開催しています。  

中国新聞撮影会は、2017年 11月（柳井、岩

国）に 11名、2018年 6月（上下町）に 10名が  

参加しました。  

秋の中国新聞撮影会（廿日市、大竹）にも参

加を予定しています。  

来年度の写真展のテーマは「橋」に決まり、

7月の写真展に向けて撮影を開始しました。  

○近隣の撮影スポット ：渋田勇 

  広島市の佐伯区の「区の木」は桜です。  

近隣には桜の名木や桜の名所が沢山あ

り、毎年春になれば訪れる人々の目を 楽

しませ感動を与えてくれます。その一部を

紹介致します。  

1.神原の枝垂れ桜（佐伯区五日市町石内）  

   樹齢 300年以上とも言われ、二本の

枝垂れ桜が滝のように流れる様は 圧巻

です。広島県の天然記念物に指定さ

れ、開花時は大勢の人が訪れます。途

中道の狭い所があります。  

2.湯の山の枝垂れ桜（別名：竹下桜 佐伯

区湯来町湯の山）  

   樹齢 80年以上の枝垂れ桜で、朝日に

照らされた桜、朝霧に包まれた桜等 多

くのカメラマンが訪れます。  

3.その他、佐伯区には観音神社の枝垂れ

桜、植物公園の桜、広島造幣局の花 の

まわり道等の桜の名所があります。 
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小瀬川支部（世話人 服部 隆） 

 ２０１３年８月８日、１１名の有志で立ち上

った小瀬川支部も今年１５年を経て、当初の一

期生は今３名にまでなってしまいましたが今

も元気で活躍されています。 

一時は３６名の支部員を抱えていた頃を思え

ば一抹の寂しさを感じますが、１５年の歳月が

去る人来る人を経て支部を支えてくれた一期

生の方々には感謝の一言しかありません。 

とりわけ、初代中国新聞写真クラブの代表並び

に小瀬川支部をここまで支えてくださった 

畠中畃朧さんには頭が下がる思いです。 

一口で１５年とはいえ当時６０歳の方もすで

に後期高齢者の仲間入り、現在 25 名の支部員

の大半が７０歳を超えています。かく云う私も

来春には喜寿を迎えることに。最近とみに体力

の衰えに気力も萎えてきており、いつまで小瀬

川支部の二代目代表としてお世話が出来るの

かと一番の気がかりではあります。 

さて、そんななか今年支部１５周年を迎えた

記念に支部主催の一泊撮影会を計画しており

今準備に追われています。時期は１０月末を予

定し紅葉が見頃となる時期に設定、一期生も２

名参加と云うことで楽しい撮影会になること

を願っています。 

又、秋の本部撮影会が地元廿日市・大竹市で行

われることになったので支部員全員で頑張り

多くの入賞者が出ることを期待しています。 

 最後に本部に一言、会員の若返りを図るため

に入会勧誘を電子化しＥメールで申し込める

ようにしてはどうでしょう、活字離れの人のた

めにスマホや PC でも申し込めるようにしては

如何でしょう？ 

3・植物公園の桜 

1・神原の枝垂れ桜 

 2・湯の山の枝垂れ桜 
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周南支部 （世話人 山門 豊） 

 

４月より世話人として半年が過ぎました。何

かと不届きの点がございますが宜しくお願い

いたします。 

周南支部の支部員は現在６名です。少数で

頑張っています。活動は偶数月の第４日曜日

に柳井市文化福祉会館で、各自自由に撮影さ

れた作品を持ち寄って、松元様の御指導を受

けて作品作りに励んでいます。 

写真展は、年１回今年は５月柳井市文化福祉

会館で、多くの方の御支援と、松元様のご指

導にて開催。今年は、写真展をご観覧された

市内の病院殿より、待合所にて展示依頼を受

けて、写真展を１ケ月間開催、 来年もご依

頼いただきました。 

柳井市文化福祉会館で、柳井市市美術展 

第３０回 初夏を撮る「世羅・上下」撮影会 

第３１回 「秋彩 廿日市・大竹」 

 

 

 

中国新聞写真クラブ会報担当 

小泊直美 

 今夏は、7 月の豪雨災害、猛暑その後の台風

到来など、息つく暇もないほどの状態でした。

未だ常の状態に戻っていらっしゃらない方々

も多いと推察いたします。お見舞い申し上げま

す。 

本会報は、状況を考え 1ヵ月遅れの発行とさ

せていただきましたが、かえって混乱をさせて

しまった部分もあろうかと思います。お詫び申

し上げます。しかしながら、皆様のご協力を得

て何とか 2018 年度の会報発行に漕ぎつけさせ

ていただきました。改めてお礼申し上げますと

ともに、今後ともよろしくお願いいたします。 

今回特集記事はありませんが、常でない生活の

中でも、定期の行事をこなすなど皆様の写真撮

影、作品作りに取り組んでおられる真摯な姿勢

が伝わってくるように感じます。一刻も早く

“いつもの日常”が返ってくることを願ってや

みません。 

 

 

【編集後記】 


