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ごあいさつ 

中国新聞社編集局 映像部長 小笠喜徳 

 前任の坂田一浩に代わり、３月に着任いた

しました。どうかよろしくお願いいたします。 

 着任以来、毎月の「読者の写真」に応募い

ただいている会員の皆さんの作品を拝見してお

りますが、レベルの高さに驚かされています。

当社の紙面は「わたしのアングル」「フォトリ

ポーター発」などを含め、皆さんの撮影素材に

支えられているのは言うまでもありません。引

き続き多くの作品をお寄せいただきますよう期

待します。 

 ５月に竹原での撮影会におじゃましまし

た。暑い日でしたが、熱心にファインダーをの

ぞく皆さんの姿に圧倒されました。ワンショッ

トに込める思いは、当部のカメラマンも皆さん

も同じです。 

撮影には天候など運にも左右されるでしょう

が、それ以上に撮影者である皆さんの体調が重

要なのは当然です。体調管理と同時に、撮影時

の安全も確保していただき、とっておきの一枚

を切り取ってください。

 

 

 

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 

【31回撮影会】 

中国新聞写真クラブ（１４支部、４９５人）の第３１

回撮影会「秋彩 廿日市・大竹」は１１月４日から１３

日まで１０日間の日程で開催されました。 

 会場は廿日市、大竹市。広島、山口県から約３００

人の会員が参加しました。初日には廿日市市吉和の「も

みの木森林公園」で写真教室も開かれ、時間の経過とと

もに表情を変えていく紅葉を粘り強く撮影していまし

た。 

 澄み渡る青空と鮮やかに色づいた紅葉のコラボレー

ション。錦秋を映し出した水面の写り込みや逆光を受け

て光り輝くススキ。漆黒の闇に銀色の輝きを浮かべる工

場群などを個性豊かに表現していました。 

 応募総数は６７２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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【32回撮影会】 

 中国新聞写真クラブ（１４支部、４２０人）の第

３２回撮影会「初夏の東広島・竹原」は５月１９日か

ら２８日まで１０日間の日程で開催されました。 

 会場は東広島、竹原市。広島、山口県から約３０

０人の会員が参加しました。初日には竹原市本町の

「竹原町並み保存地区」で写真教室も開かれ、白壁と

黒い格子の屋敷や歴史を今に伝える古刹（こさつ）な

ど、情緒豊かな町並みを切り取っていました。 

 風光明媚（めいび）な景色を生み出すジャガイモ

の花と瀬戸内の海。重厚感に満ちた白壁の酒造通りや

雨上がりの石畳。ウサギと触れ合う観光客の楽しそう

な笑顔など多種多彩な被写体を感性豊かに表現してい

ました 応募総数は７８２点。その中から特選となっ

た１０点を紙面に掲載しました。 

【世話人総会】 

結成16年目を迎えた中国新聞写真クラブ世話人総会

が、６月１５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１８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、小笠喜徳映像部長が参

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。当クラブも今月で

結成 16 年を迎え各支部活発な活動をいただき

まして、盛大なクラブになっていることに感謝

申し上げます。私が皆さんの写真に接するのは

毎月の読者の写真とクラブ撮影会の写真の審査

31 回撮影会記念写真 

（秋彩 廿日市・大竹） 

32 回撮影会記念写真 

（初夏の東広島・竹原） 
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会です。毎回に楽しみにして拝見させていただ

いております。作品は力作揃いで、映像部長と

デスクを交えて選ぶのを楽しみにしています。 

今日は会員の皆さんにお願いがあります。3

月からリニューアルしたエリア＋という新紙面

に「わたしのアングル」という読者投稿の写真

発表の場を設けました。現在までに、皆さんの

協力で順調に推移しています。これからも世話

人様のお声かけで会員様にチャレンジしていた

だいて活気ある紙面に育てていただきたいと思

っております。 

【小笠喜徳映像部長の挨拶】 

初めまして、この 3 月に映像部長に就任しま

した小笠喜徳と申します。写真に関しては素人

レベルです。ただ、スポーツ系が長かったので

スポーツ写真は撮っていました。就任以来 3 ヶ

月たつなかで、先日行われた竹原市の撮影会で

皆さんと接し、会員様のバイタリティあふれる

積極的な撮影活動を拝見し、改めて、皆さんの

力で中国新聞は成り立っているのだと痛感しま

した。また、会員様には「わたしのアングル」

や「フォトリポーター発」などに協力いただい

ております。皆さんの力が今の中国新聞を作る

上で必要不可欠になっています。是非これから

も皆さんからの積極的な写真の出稿をお願いし

たいと思っております。 

最後に一つ皆様にお願いがあります。日々、

皆さんの身の回りで起きている出来事、あらゆ

るジャンルにおける事件事故などの情報提供を

お願いしたいと思っています。近所で火事が起

きた、サイレンが鳴ったなどありましたら一声

本社に声をかけていただきたいと思います。今

後ともよろしくお願い致します。 

【小泊直美世話人代表の挨拶】 

中国新聞社の方々には 会員の方々が心待ち

にしております春、秋の撮影会にはいろいろご

配慮いただいてありがとうございます。また、

最近はいろいろな紙面に写真を掲載していただ

いておりありがとうございます。やはり自分の

撮影した写真が紙面に掲載されることは嬉しい

という意見を聞くことが多いです。しかし、無

理のないように協力したいと思っております。 

また本日は、世話人様が現在抱えている会の悩

みや問題などがありましたら議論していただき、

この会が意義あるものになればいいと思っていま

す。 

議事本題 

議事本題の進行は小泊直美代表世話人、梶

本恊治副代表世話人、山本旁之副代表世話人

が担当 

【新世話人紹介】 

 広島・可部支部 鍵本英明 

【役員選任】 

 小泊直美代表世話人、梶本恊治副代表世

話人、山本旁之副代表世話人は留任。 

【撮影会開催日】 

第３３回秋の撮影会は三次市（期間未定）、第

３４回春の撮影会は福山市（期間未定）に決定

した。 

 

 

 

福山東支部（世話人 山本旁之） 
現在、当支部は 40 代～80 代のメンバー25 名で

構成しています。 当支部の主な活動内容は下記 3

点です。 

各支部の活動報告 
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 1 例会の開催  

偶数月と写真展開催直前の奇数月の第一木

曜日 18 時～20 時中国新聞備後本社会議室にお

いて、松元講師に年 7 回支部員が持参した作品

の講評、撮影技術・トリミング指導等を受講し

ています。その他、イベント情報、写真展情報

等出席者へ情報提供しています。 年内に備後本

社が移転される為、来年 2 月からは、福山市民

参画センター会議室(福山市本町)での例会開催に

なります。 

2・支部主催写真展の開催 

第 10 回 支部主催写真展をギャラリーマサノに

おいて 9 月 2 日(月)～9 月 7 日(土)まで、支部員

24 名と松元講師に特別出展を頂き、「お気に入

り」と「乗り物」合計 48 点を展示しました。期

間中、福山市内を始め、尾道市・府中市より 240

名の皆さんにご来場頂きました。

 

第 10 回写真展出展者記念撮影（ギャラリーマサノ

にて） 

第 11 回 支部主催写真展は、2020 年 9 月 7

日(月)～9 月 12 日(土)ギャラリーマサノで開催

予定です。 

3・本部撮影会に参加  

年 2 回 開催される本部撮影会に、支部員同

士声を掛け合い毎回 15 名前後の支部員が参加

し、他支部の皆さんと親睦を深めながら撮影を

楽しんでいます。尚、来春福山で本部撮影会開

催が決定し、支部員一同楽しみにしています。 

【福山地区の主な撮影題材】 

①バラ祭とパレード②鞆の浦観光鯛網③鞆の

浦弁天島花火④阿伏兎観音堂⑤鞆の浦の古い町

並み⑥福山城⑦明王院の五重の塔他。 

4・その他 

（1)新規会員の募集方法 

毎年 1 名～2 名の支部員が高齢化等により活

動休止されています。その為、新規会員の募集

は急務で、①支部写真展の目録へ本部・支部の

活動状況を掲載し新規会員の募集②支部員より

写真仲間を勧誘しています。 

(2)各種写真コンテストで活躍 

①中国新聞読者の写真:6 月に高橋良惇さんが二

席、8 月に高橋秀臣さんが一席になられました。 

②竹原 東広島撮影会:高橋良惇、山本芳之、森

野昭二さんが入選されました。 

③2019 年福山市美展:2 名が入賞(奨励賞 山本

芳之、努力賞 金尾冨士子さん)、7 名が入選(高橋

良惇、瀬良好廣、金尾広士、森野昭二、友瀧和

生、重政隆章、河本順子さん)されました。 

④2019 年全国二科展:金尾冨士子、山本芳之、森

野昭二さんの 3 名が入選されました。 

 

福山・西支部（世話人 井出隆之） 

現在の会員数は 50 歳代から 80 歳代までの

18 名前後 春秋の撮影会の返事が来るかた 12

名前後です。現在の活動は、年二回の撮影会・

勉強会への数名の参加・備後エリアの月一回 

わたしのアングルへの投稿が主な活動です 

会員の方々はそれぞれ他のクラブ、同好会な

どに参加されており中国新聞写真クラブ福山

西支部としての勉強会、写真展を提案してもあ

まり反応がありません。尚会費は徴収していま

せん。 
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三原支部（世話人 藤原敏明） 

各自がマイペースで三原支部 

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、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

の会員もまだまだ多く、各自の都合や撮影スタ

イルに合った撮影活動を継続していくことが一

番大事なのではないかと思います。また、新た

に加入される会員が既に高齢であったりして、

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。 

そんな中でも今年からは尾三版の写真投稿コ

ーナー「アングル」を月１回担当させていただ

き、会員が担当月を分担して思い思いの被写体

に挑戦し地元の自慢の光景を読者の方々にお見

せできるのを励みにしています。 

 

昨夏の豪雨災害を乗り越えて 

昨年の豪雨災害からはや１年が過ぎ、災害の

爪痕も徐々に修復されつつありますが、姿を変

えるもの、消えゆくものもあり、やはり元通り

になるわけではありません。災害前の姿をもっ

としっかり撮っておけばよかったと後悔するこ

としきりです。 

ふるさとの川、沼田川も先の災害では大きな

被害を出しました。復旧防災工事でかなり姿を 

変えましたが、これからもこの川の景色や風物

の現状や変遷を記録していくことを続けねばと

改めて思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東広島支部だより（東広島支部事務局） 

 

 

沼田川改修工事 

例会風景 
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■活動総括（2018 年 10 月～2019 年 9 月） 

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。 

撮影会：例会前撮影会を含め 20 回余、開催 

写真展：定期の写真展 2 回・特別展 1 回、開催 

月例会：36 回、開催 

会 員：新入会員８名 

常設展：開設・実施中 

■活動内容 

１．撮影会（例） 

１－１例会前撮影会 

東広島市内の、バス停・周辺集落（8 回）、西

条盆地ため池・周辺集落（4 回） 

１－２撮影会 

1) 秋の三段峡（安芸大田町） 

2018 年 10 月 28 日、参加者：5 名、交通：自

家用車 

2) 中国新聞写真クラブ第 31 回撮影会「廿日

市・大竹市」（吉和方面） 

2018 年 11 月 9 日、参加者：15 名、交通：マ

イクロバス 

3) 中国新聞写真クラブ第 32 回撮影会「初夏の

東広島･竹原」（大久野島） 

2019 年 5 月 21 日、参加者：8 名、交通：公共

交通機関 

4) ホーランエンヤ（松江市） 

2019 年 5 月 26 日、参加者：4 名 交通：自家

用車 

5) サイクルロードレース（東広島市） 

2019 年 7 月 6 日、参加者：6 名、交通：公共

交通機関 

6) さぎしまトライアスロン（三原市） 

2019 年 8 月 18 日、参加者：4 名、交通：公共

交通機関 

7) 斎島集落＆豊島・室原神社えびす祭（斎

島、豊島） 

2019 年 9 月 21 日、参加者：8 名、交通：自家

用車、公共交通機関 

２． 写真展 

1) 2019 年 3 月 第 11 回東広島を撮る～昭和

が残る東広島～ 

平成の終り、「変わりゆく町の変わらない場

所」を、足で稼いで昭和の記憶を引き出す被写

体を見つけ出し、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、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 (78 点展示、出展者 21 名 、来訪者

898 名)。 

2) 2019 年 3 月 寺家駅開業２周年記念写真展

～工事着手から現在まで～ 

新駅の開業から２年、開業時の熱気は冷め

ず、駅の周辺は日ごとに変化し、訪問者は今

浦島の感を禁じ得ない状況が続いています。

寺家駅とその周辺の記録を会員それぞれの視

点で切り取り、時の流れの表現に努めまし

た。チューぴー廊下ギャラリーで開催（24 点

展示、出展者 18 名）。 

3) 2019 年 9 月 第 12 回東広島を撮る～バス

停界隈“集落模様”～ 

例会前のひととき二十五か所のバス停界隈を

ところかまわず写しまくり、平成の東広島を

たくさんカメラに収め、伝えたいメッセージ

を展示しました（73 点展示、出展者 19 名、

来訪者 695 名）。 

３．月例会 

３－１ デジタル写真研究部会 

デジタル写真技術を極めることを目指して関

連する技術について勉強・研究を続けていま

す。創立の主旨から、撮る・現像する・レタッ

チする・プリントする・額装し展示する、を会

員自ら行っています。撮影地は、東広島市を写

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。【ＨＰ 検索 東広島デジタ

ル写真研究会】 
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月例研究会-1（毎月第 2 土曜日 13：00～16：

00）、12 回、写真展準備、作評会 

 例会前撮影会（毎月第 3 火曜日 9：00～

12：00）、12 回、市内バス停・ため池周辺撮影 

 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。 

３－２ 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） 

 月例会では毎回 3 作品を持ち寄り会員によ

る作評会、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。 

 撮影は、中国新聞写真クラブ撮影会を含め

年間 6～7 回を目指しています 

４．その他 

1) 会員状況 

 支部登録会員の棚卸・登録手続き整備を本

部主導の下実施しました。 

 高齢による自然減を補完すべく新入会員の

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、行っています。 

 ９月末会員数：32 名、（内、新入会員 8

名）。 

2) 常設展を開設（ショージ階段ギャ

ラリー＆チューぴー廊下ギャラリー） 

昨年 12 月からトライアル展示を重ね、8

月から常設展として運営を始めました。展

示作品は主として月例会作品から選んで展

示しています。 

3）中国新聞“私のアングル”投稿７回（3 月

～9 月） 

4） FM 東広島「イーストフォト」に会員出

演（9 月 19 日） 

5） 写真展予定（2019 年 10 月～2020 年 9

月） 

 常設展（寺家ショージ階段ギャラリー＆チ

ューぴー廊下ギャラリー） 

 春の支部写真展 

2020 年 3 月 25 日(水)～30 日(月)東広島市民ギ

ャラリー くらら 1F   

 秋の支部写真展 

2020 年 9 月 29 日(水)～10 月 6 日(月)東広島市

民ギャラリー くらら 1F 

 

 

 

 

 

呉（江田島）支部（世話人：諏訪博明） 

■活動状況  

平成３１年１月に呉支部（会員２４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、春と秋の

写真展には積極参加の方針で活動して参りました。

第３２回撮影会「初夏の東広島・竹原」には２０人

が参加、各自の視点での作品が多く集まりました。

地元に近い為各自で現地集合としました。秋の撮影

会はマイクロバスを貸し切り呉支部としての撮影会

を予定しています。 

年初から今日までの活動実績として、まず第１４

回写真展を、2 月に呉市美術館で５日間の日程で開催

しました。２回目の第１５回写真展は、８月に呉市
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街地の「街かど市民ギャラリー９０」で２０日間の

日程で開催致しました。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。 

また、春の第３２回撮影会は対象地域が東広島・

竹原地区で地元に近い地域だった為、各自での参加

としました。今までになく２０名の参加がありまし

た。 

各行事の実施に伴い例会も例年以上の開催となっ

ています。目標の年６回以上は達成の見込みです。 

下の写真は、今年呉市美術館で行いました「第１

４回写真展」に参加したメンバーです。 

 

■今後の予定 

１０月末からの予定としては、第３

３回撮影会は三次が対象地域である

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。 

 

※今年度から竹原が呉支部から外れ

「呉（江田島）支部」となります。

 

 

北広島町芸北支部（世話人 杉本洋子） 

活動経過 

 支部会員は、16 名（男性 9 名・女性 7 名）。毎月

一回の例会を基本に、撮影会と座学を行い、芸北写

真塾を主宰しておられる紺野さんにご指導いただい

ています。仕事や体調などそれぞれの都合で、参加

はいつも半分くらいの人数になります。 

開催日はその都度調整するのですが、地域の行事

や気候によって開催のタイミングを逃してしまい実

施できない月もあります。そんな現状ではあります

が、今回は６月１９日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。本日の撮影スポットや各所の情報や

近況など雑談も含めてひととき盛り上がります。 

 さて撮影会は、ちょうど見頃の「ササユリ」を

メーンにとることに。撮影場所はすぐ近くの神社で

す。 

北広島町の町花サ

サユリは、種が落ち

てから花を咲かせる

までに 7 年くらいか

かるそうです。 

今立派に咲く花に

は多く気を取られま

すが、ようやく小さ

な蕾をつけたものや

まだ葉を 1 枚だけ

しかつけていない
【上写真：ササユリ撮影中】 
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ものも、大事に見守りたいねと話しをしながら撮影

をしました。木漏れ日の光のムラや、背景に注意す

ることなど紺野さんに助言をいただきながら撮影を

楽しみました。 

一旦解散し、夜に再集合して座学を行います

が、、、その前にみんなで腹ごしらえです。夜だけ参

加のメンバーも加わり、季節の素材で料理をこしら

えたり持ち寄りの品々でテーブルは賑やかです。 

 座学では、本日撮影分のデータをテレビ画面で

見ながら、花の状態や細部にも気を配りながら撮影

すること等々、丁寧に指導していただきました。 

◇第 3２回本部撮影会「初夏の東広島・竹原」に参

加 

本部撮影会への参加は、支部の撮影日を決め集っ

て参加しています。今回は、５月２０日(月)に 10 名

が参加しました。竹原の町並みの撮影と、安芸津に 

 

も足を伸ばしました。竹原では休館日の施設があっ

たり、安芸津のジャガイモ畑の花はほとんど終わっ

ている状態。下調べが不十分でした。 

コンテストでは、芸北支部から佐々木厚子さんが

入選されました。 

◇第１３回芸北写真展を開催しました 

６月２９日（土）～７月７日（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、紺野さんの賛助出展、北広島町観光写真コンテ

ストの入選作品３９点をあわせ、５６点の作品を展

示して開催しました。 

【写真：写真展会場の様子】 

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。  

◇中国新聞社ロビー展開催 

 10 月 15 日～25 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』を開催します。

地元芸北からの便りとして身近な光景の写真を展示

させていただきます。どうぞご覧いただき、ご指導

ご助言をいただければ幸いです。 

 

◇今後の予定 

 ・第 33 回「三次の秋」撮影会に、支部撮影日を設

定し集って参加する予定です。 

 ・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、楽しい時間を

過ごしています 

 

【上写真：座学前の楽しみ。テーブルに並ぶ

品々】 

【写真：竹原 旧笠井邸前にて】 
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北広島・南支部（世話人 池神 隆） 

会員は、１5 名（女性 6 名男性 9 名）で例会を偶数

月の第３木曜日（会場の都合により変更もあり）に松

元先生に来ていただいて開催しています。他の支部も

同様の話を聞きますが当支部も会員のほとんどが仕

事を持っており、一同に全員揃うことはなかなかで例

会は７名～９名ぐらいの出席です。例会のない月は、

千代田の会員と豊平の会員それぞれの地域で例会を

開催しています。また中国新聞社主催の撮影会にはで

きるだけ参加するようにしています。 

南支部は、昨年１２月初めてのロビー展を開催させ

ていただきました。多くの方のご来場とご感想を頂

き感謝しております。またその反省と今後の運営に

ついて懇親会を開催しました。次回は地域に密着し

たテーマを画題にしょうなどと話し合って有意義

な会であったと思っております。 

ロビー展は１１月１１日（月）からの日程を

いただておりますので、現在鋭意努力中です。

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

広島・安佐北支部（世話人 高橋敏子） 

会員は 40 代～80 代の 12 名です。  

例会で全員揃うことは少ないですが 頑張っていま

す。会員数が増えればという思いと、今の人数くら

いだからまとまるのかな～と、複雑な思いです。 

奇数月の第 3 木曜日は松元先生にきてもらい 写真

の評価をしてもらいます。  

ていねいに見てもらい、良きアドバイスをしてもら

っています。 

偶数月の第 3 木曜日は自主勉強会です。 

テレビに投影して、お互いに アドバイスをしあって

楽しんでいます。 

皆で撮影に行くのは難しいですが、自由時間のある

バスツアーを数名で利用しています。無理をせず撮

影を楽しんでいます。 

 

 

 

（例会風景） 
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広島・安佐南支部  （世話人 森田武夫） 

 

安佐南支部は会員数３９名（内女性９名）です。 

月例会は毎月第２土曜日（１９：００～２１：

００）に実施しております。 

■月例会は、毎回２０名前後が出席され、一人５

～１０枚くらいの写真を持ち寄り、松元先生に 

ご批評やご指導を頂いております。会員の変動

は多少ありますが、人数的にはほぼ安定してお

ります。 

■年２回の「撮影会」「作品展」「公民館祭り」に

参加しております。 

■新年懇親会Ｈ３１年１月２０日開催 参加者１

８名（内女性３名、大村先生・松元先生も参

加）。「そば庄出雲」にて盛大に行われました。 

■Ｈ３１年２月９日 Ｈ３０年度年間表彰式「泉美

術館」がありました。 

 安佐南支部より樋上憲昭さんが、めでたく３席

に入賞されました。 

＜Ｈ３０年読者の写真年間賞表彰式＞ 

 １席：福田さん、２席：森野さん、３席：樋上

さん。ファミリーグランプリ：平田さん（親子） 

 皆さん、おめでとうございます。 

＜Ｈ３１年２月９日 森田武夫撮影＞ 

 

 

 

■第２３回祇園公民館祭に写真の部で２０名が出

展しました。（Ｈ３１年３月２～３日） 

■第３２回中国新聞撮影会「初夏の東広島・竹

原」に参加（Ｈ３１年５月２７日）しました。 

 バスツアー講師は大村先生同行 参加者１９名

（内女性３名）でした。 

竹原の町並み、安芸津のジャガイモ畑、他を撮影

して楽しみました。 

和泉鉄美さんが、めでたく特選に入賞されまし

た。入選は２名でした。 

■祇園公民館が耐震工事で使用不能のため、その

間は古市公民館へ変更しています。 

 変更期間は令和元年７月～令和２年３月までの

８ヶ月間。 

 

■第１５回 広島:安佐南支部写真展開催 「テー

マ冬」「自由作品」の２点で計４７作品。 

 ・中国新聞社１Ｆロビー 令和元年８月５日(月)

～２３日（金） 

  ５１名の方にご記名を頂き、ご講評を頂戴し

ました。深謝。 

 ・緑井フジグラン４Ｆ（緑井ギャラリー） 令

和元年８月２４日（土）～９月５日（木） 

  ３７名の方にご記名を頂き、ご講評を頂戴し

ました。深謝。 

 

■第３３回中国新聞撮影会「三次」に参加予定で

す。  （日程は未定） 

 当支部は単独でバスツアーを計画して参加予定

です 
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＜中国新聞社ロビー展の展示作業参加者＞ 

 

＜緑井フジグラン４Ｆギャラリー展展示作業者＞ 

 

広島・可部支部（世話人 鍵本英明） 

◎ 近況報告 

可部支部では毎月１回、第３月曜日の午後３時

よりコミュニティーサロン可笑屋で例会を行って

います。毎回松元講師を招いてご指導を受ける等

有意義な時間を過ごしています。現在会員数は８ 

名（全員男性）です。 

 

【例会時の集合写真】 

今年は会員の退会が多く、５月に２名、６月に

１名、７月に１名と続いたので正直残念でした。

理由は年齢とか身体的についていけない等有りま

したが、これからも写真を楽しんで行かれるとの

ことでした。しかし残念な事ばかりではありませ

ん。７月に石橋さんが可部支部に入会されまし

た。 

◎ これまでの活動状況 

① コミュニティーサロン可笑屋での写真展開催 

  ３月４日から１８日の１５日間開催、参加者

１０名、２７作品を展示しました。 

② 中国新聞主催「春の撮影会」参加 

  東広島・竹原を会場に開催された撮影会の写

真教室に参加しました。 

 

 

【わたしのアングル：終着駅】 

➂「わたしのアングル」投稿に参加 
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  ３月より中国新聞の地方版新コーナーが始ま

り、今までに４月１２日と７月１２日投稿に

参加しました。 

④「支部だより」発行 

  毎月例会時に配布しています。次月度の連絡事

項や近況のお知らせ、撮影地ガイド、ミニ撮影

会、写真展ガイドの４項目でまとめています。 

⑤ 中国新聞本社ロビー展 

  ９月９日から２７日の１３日間開催、参加者

８名、３１作品を展示しました。 

◎ これからの活動計画 

①  随時ミニ撮影会を実施 

②「わたしのアングル」投稿に参加、１０月１１日 

③ 中国新聞主催「秋の撮影会」に全員参加 

④ １２月の例会後に親睦を兼ねて忘年会を実施 

⑤ 令和２年３月にコミュニティーサロン可笑屋で

写真展実施 

⑥ コミュニティーサロン可笑屋に可部支部の常設

スペースを確保する。 

  ・会員が順次作品を展示していくと同時に新

会員を随時募集していく。 

以上の活動を通して、今以上に可部支部の活動が活

発になる様頑張って行きたいと思います。

 

会員の皆様へ       令和元年９月１５日 

１０月度 可部支部だより 

●  お知らせ 

〇 写真撮影行にはいい季節になりました。海、

山、祭りその地に行けば思いもよらないシーンに出

会えるかも。 

〇 ２０２０年中国新聞ロビー展のテーマを１０月

度例会日までには決めたいと思います。 

 

●  撮影地ガイド 

 １０月５日～７日 吉浦カニ祭り（呉市吉浦八幡

神社） 

 １０月６日（日） 堀八幡神社流鏑馬（加計

町） 

 １０月７日（月） 大山づみ神社抜穂祭（今治

市大三島） 

 １０月１２日（土） 尾道灯り祭り 

 １０月１２日～１３日 西条酒祭り 

 １０月１３日（日） 周防大島土居神社秋祭り 

 １０月１３日（日） 花神子祭（防府八幡宮） 

 １０月１５日（火） 菊花祭（厳島神社） 

 １０月１５日～１６日 伊曾乃神社例大祭・西

条祭り（愛媛県西条市） 

 １０月１６日～１８日 新居浜太鼓祭り 

 １０月中旬～１０月下旬 大野ベニマンサク

（おおの自然観察の森） 

 １０月２６日～２７日 竹原憧憬の路（竹原

市） 

 １０月下旬～１１月上旬 平生町尾国のだるま

夕陽（山口県平生町） 

※写真を撮りに行かれる方は再度確認して下さい。 

 

● ミニ撮影会 

 ・撮影地：尾道灯り祭り 

  日時：１０月１２日（土） 

 ・撮影地：竹原憧憬の路 

  日時：１０月２６日（土）又は２７日（日） 

  ※ 参加希望の方は鍵本まで、☎お待ちして

います。 

● 写真展ガイド 

◎ 中国新聞写真クラブ北広島・芸北支部写真展 

期日：１０月１５日（火）～１０月２５日（金） 

   会場：中国新聞本社ロビー 

◎ 中国新聞写真クラブ安芸府中・安芸支部合同

写真展 

期日：１０月２８日（月）～１１月８日（金） 

   会場：中国新聞本社ロビー 

世話人：鍵本英明 
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安芸府中支部（世話人 吉川良治） 

活動報告 

 ○2 ヶ月に一回偶数日、第 2 月曜日 15：00～17：

00 年 6 回活動 

 安芸府中南公民館にて、活動報告・情報交換等々の

打ち合わせ、各自持

参した 2L サイズ以

上の写真を、講師松

元先生指導により

評価とアドバイス

を受けています。 

写真は、「指導の様子」 

 

○中国新聞写真クラブ撮影会「春・秋」を、全員

参加を目標に楽しみにしております。 （現地

集合～現地解散） 

 

○我が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、現地に出向いて 

カメラ片手に、撮影を楽しんでいますが、ただ、

「安芸府中支部」も高齢化が進み、特に安全運転

に努めまた、「健康に気を付け元気で楽しく写す」

をモット―に頑張っております。 

 

 ○我がクラブの楽しみ、喋ろう会（年に二回） 

新年会、納涼会を行っております。 

 

「新年会の記念写真」 

 

○写真展を中国新聞本社ロビーで、「広島・安芸支

部」、「安芸府中支部」合同写真展を行っています。 

 

地区状況 

 豪雨災害から一年たちますが、安芸地区（府中町～

海田町～熊野町～坂町）復興中。近辺での撮影会は、

難しい所もありますが、7 月 7 日、瀬野川河川敷で

七夕祭りが開催され、8 月には水谷峡森林公園 

一部開放‼と（明るいニュース）もありました。 

 

私事 

 各支部さんの悩みと同じだと思いますが、高齢化が

進みクラブ員が減り、活動も難しく少人数で助け 

合って健康に気をつけ、松元先生指導の下でアドバ

イスを頂き「楽しく写す」をモット－に写真撮影を

つづけて行こうと思っています。 

 

広島・安芸支部（大田和文） 

広島・安芸支部は現在１４名（内２名休会中）で、偶

数月の第一土曜日に例会を実施しております。メンバ

ーの増員が課題です。 

写真をなんとか上手に撮りたい、作品レベルまで上

達したい、という思いを胸に松元講師の評価・指導を

受けております。また、同時にメンバーの皆さんの忌

憚のない意見も大変ありがたく参考になります。 

支部としての撮影会は実施しておりませんが、少人

数のグループで撮影とロケハンを兼ねて県内外に出

かけております。 
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ベテラン会員の皆さんはそれぞれ独自の撮影スポッ

トや撮影テーマを追求され、素晴らしい写真を撮って

おられます。 

写真クラブ撮影会や「読者の写真」コンテストにお

いて当支部メンバーの作品や入選者氏名が紙面に数

多く掲載されました。また、毎週金曜日の地方版の「私

のアングル」にも２名の作品が掲載されました。

 

昨年度から「いまさら聞けない質問」と称した勉強

会を例会のなかで実施し、それなりに成果がありまし

た。今年度は、花火や星景写真で使われている比較明

合成という技法に注目し、フィルム時代の人間には全

く馴染みがない比較明合成やコンポジットなど、デジ

カメ・ミラーレス一眼の時代にこの機能を知らない或

いは使わないのは勿体ないということで、近々、基礎

的な勉強会を実施する予定です。 

 

写真展は年に１回、中国新聞本社ロビーで安芸府中

支部と合同写真展を行っております。今年は１０月

２８日から１１月８日まで土日・休日を除く９日間

の予定です。今回のテーマは「花」です。主役とし

ての花をどのように引き立たせるか、表現できるか、

松元講師のご指導を作品に活かせたか、メンバーの

皆さんの力作に期待してください 

 

 

広島・東支部（世話人 梶本恊治） 

会員状況 (2019/10/1 現) 

 男性・１０名  女性・２名  合計 １２名 

 平均年齢は７４．２歳 (６６歳～８２歳) 

 休会中の人・・・３名(男性) 現在現役中の為、各自

の写真活動は時間が有る時に活動されておられます。

「読者の写真」にも応募されて居られます。例会日の

日に時間が中々取れない様です。 

 

「活動に付いて」 

 毎月第三金曜日に温品公民館を利用させて頂き、例

会を開催しています。 

奇数月は中国新聞写真クラブ担当松元先生に持参し

た写真の講評をして頂いています。偶数月はプロジェ

クターを使っての会員同志の勉強会と成って居ます。 

 時間・・・・１８時～２０時迄 

 各自持参・・２Ｌサイズ、１０枚程度/人(奇数月) 松

元先生の講評 

写真データをＵＳＢメモリーに入れて持参(偶数月) 

会員同志の勉強会 

 

「わたしのアングル」 

 今年３月から始まりました「わたしのアングル」(広

島都市圏)が始まり、ローテーション(日程)に沿って参

加させて頂いています。 

 ３月Ⅰ日、５月３１日、８月３０日は無事終了いた

しました。後一回、１１月２９日が今年最後と成りま

すので、頑張って参加致します。 

松元先生の 

指導風景 
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「2019 年 6 月 写 真 展 」 

 

 

 

「写真展」 

期間：２０１９年(令和元年)６月３日(月)～１４日(金) 

中国新聞社１階ふれあい読者室ロビーで開催致しま

した。 

沢山の方のご来場を頂き会員一同感謝致しています。

貴重なご指導、ご指摘ありがとうございました。今後

の撮影に生かしたいと思っています。 

 

「その他の活動」 

広島・東支部員、「第６７回二科会写真部公

募展」に４名入選致しました。少ない会員数

ですが、頑張っています。 

広島・西支部（世話人 池浦俊文） 

1. 活動状況 

現在支部員は 10 名（男性 8 名、女性 2 名）です。 

2 ヶ月に 1 回、偶数月の第 1 週金曜日 18 時 30 分

から 21 時 30 分まで 3 時間の勉強会です。西区己

斐公民館で、1 人 15 枚前後の 2L 写真を持ち寄り、

松元先生に指導を受けています。今年 3 名の新会

員さんの入部がありました。しかし 3 名の支部員

の方が体調不良という事で退部されました。事故

防止のため支部での撮影会は中止しています。自

分の得意分野で各人撮影に出かけているようで

す。 

2. 写真展 

① 中国新聞ふれあい読者室ロビー展 

テーマ作品「水辺の風景」と自由作品 2 点展示で

す。今年の開催は 11 月 25日から 12月 6日です。

よろしくお願いいたします。 

② 西区己斐公民館パネル展 

地域の活動に参加する目的で、8 月から 9 月の 1

ヶ月間西区己斐公民館で写真を展示します。 

③ 西区己斐公民館祭り写真展 

10 月の公民館祭りに、己斐写真同好会と合同で 2

日間展示します。 

広島・西支部として年 3回写真展を開催しています。 

会員さんの減少はありますが、松元先生の指

導のもと全員楽しく作品作りに励んでいます。 
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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  中区地域福祉センター 

内 容  情報交換 及び 松元先生による支部

員作品の講評及び指導 

     情報交換では 1 か月の間にどこへ何を

撮りに行ったか等、撮影時の状況、思

い等、これから撮影に行きたいとこ

ろ、撮影対象等、今後 1 か月の写真展

やイベント紹介等、その他質問事項等 

が話題となる。 

 

今年度の行事 

 ○5 月 19 日～28 日  中国新聞写真クラブ春の

撮影会(11 名参加、4 名入選) 

 ○8 月 26 日～9 月 6 日  広島・中支部展(中国

新聞 1Ｆロビーにて) 

 諸事情により出展者 10 名となった。当初はテーマ 

作品「川」1 点、自由作品 2 点の予定でいたが、

空きが目立つため、7 名は計 4 点出展した。ちょっ

と無理をしたかも知れない。 

 ○11 月 3 日～12 日  中国新聞写真クラブ秋の

撮影会(10 名参加予定) 

 ○12 月または 1 月  忘年会または新年会(予

定) 

会員を増やすために 

会員減と高齢化は各支部共通の悩みだと思

う。支部会員それぞれ知り合いに声をかけたり

などしているが、写真つながりの知り合いはも

うすでに他のクラブや教室に入っていることが

多く、逆に誘われることもある。新会員を増や

すよりも、退会した元会員に声をかけてみては

どうかというような意見もあった。各支部がど

のような取り組みをしているのか聞いてみた

い。 

 

広島・南支部（藤本 晴夫） 

活動状況 

1. 会員数：12 名（男性 8 名、女性 4 名） 

会員の高齢化により昨年より 2 名減

少、写真展等で会員の勧誘、募集を行

っている。 

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 

講師松元潮先生による伝達事項、支部会

員の撮影作品講評及び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

回程度開催を目標に実施しているが、今年

は、猛暑等の気象条件が悪く回数が例年よ

り減少した（撮影会参加者は各回 6～7 名程

度）が、6 月 16 日雨上がりの縮景園での撮

影会は、雨に濡れてしっとりと咲くアジサ

イの美しさに魅了され、来年も行きたいと

思えるような心に残る一日でした。 

 
 

4. 作品展示会 

① 2019.05.07～05.017 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 2 点） 

恒例の新年会にて 
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② 2019.09.03～09.16 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 3～4

点）  

 

 

広島・佐伯支部（世話人 棟近正彦） 

○活動状況 

 佐伯支部の会員は現在 12 名（女性 2 名）です。 

一時に比べて半減しましたが、例会、合評

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、これ

まで例会に提出した写真などを持ち寄り、会員同

士の合評会を続けています。 

７月の佐伯支部写真展では、テーマ「橋」13 点、

自由 27 点（松元担当の 1 点含む）を出展し、無

事に終了しました。 

また、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（初日の撮影教室に参加）は

2018 年 11 月の「もみのき森林公園」に 7 名、2019

年 5 月の「竹原」に 10 名が参加しました。 

次回の写真展のテーマは「寺・神社」に決め、来

年度の写真展に向けて撮影を開始しています。 

 

佐伯支部は他の支部と同様に会員の高齢化が進

み、撮影会の運転手の確保に苦労しています。 

対策の１つとして公共交通機関を利用した近隣

の「お手軽撮影会」を始めました。 

撮影会の日程は春と秋に数日前に天気予報を見

て決めていますので、いつも良い天気に実施してい

ます。

 

撮影スポット  （佐伯支部：大森武二） 

今回の撮影スポットとして、京橋川河畔界隈を案

内させて頂きます。 

① 「工兵橋」（写真①）・・・広島市内唯一

の吊り橋です。白島の京橋川を入ってす

ぐの所にあります。    

 

（写真①） 

 

（写真②） 

 

② 「白島九軒町公園」。・・・牛田大橋の次

の橋、神田橋の所にあります。桜で有名

な公園です。 

③ 「京橋川河畔公園。」（写真②）・・・縮景

園の裏手から栄橋公園が有り、それから

河畔公園が続いていきます。京橋川河畔
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の中で最も美しい場所です。川沿いのホ

テルの所から京橋川は猿猴橋川と分岐

します。 

④ 「猿猴橋」。（写真③）・・・猿猴橋川沿い

に行くと、広島大橋、猿猴橋と続いていき

ます。猿猴橋は毎晩 11 時までライトアッ

プされています。

（写真③） 

（写真④） 

⑤「京橋」（写真④）・・・一方京橋川沿いを行く

と広島の最も古い橋「京橋」があります。西国街

道筋にあり江戸への基点でした。歴代の浅野公は

参勤交代の時は必ずこの橋を渡ったと言われて

います。 

京橋川河畔にはまだまだ見所は沢山あります。

是非一度撮影にいらして下さい。

 

 

小瀬川支部（世話人 服部 隆） 

 

現在支部員２４名(男 19 女 5)にて活動、二ヶ月に

一度偶数月の第三日曜日を例会日とし、大竹総合市

民会館に集い、参加者が持ちよった一人 10 点程度の

作品を松元講師に見て戴き丁寧な指導を受けてい

る。お陰で昨年度は「読者の写真」に二人の一席入

賞者があった。 

又、昨年 10 月末に支部立ち上げ 15 周年を記念し

て秋の鳥取砂丘と紅葉の大山を巡る一泊旅行を行

い、ホテルでの懇親会や雄大な砂丘に紅葉真っ盛り

の奥大山を堪能し、支部員間の一層の絆を深めるこ

とが出来たのではと感じている。 

ことし春には支部撮影会を「岩国清流線沿い桜を

撮る」とし、定番の南河内駅、行波の枝垂れ桜、南

桑駅、昼食後トコトコトレインにて雙津峡へと春の

一日を楽しむことができた。 

さて、令和に入り支部の二年に一度のイベント

「巡回写真展」を成功させるため準備を進めてき

て、本社ロビー展を皮切りに廿日市展、岩国展と 6

月中旬から 7 月中まで約一月開催、実質 18 日間に約

840 名の来場者を得て終了、梅雨の時期と重なったが

天候に恵まれたことも幸いしたのではと感じてい

る。 

来年度は本社ロビー展のみとなるが既に来年度の

テーマも「橋」と決まり支部員各自活動を始めてい

るようなのできっと良い作品が来年度に見られるこ

とと大いに期待している。 

 

大山枡水高原にて 

 

 

写真展 廿日市会場にて 
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周南支部（世話人 山門 豊） 

今期支部員一名の加入者で、７名（女性１名）少数で、

頑張っています。活動は基本、例年通り偶数月の第四日

曜日に柳井市文化福祉会館で、ジャンル関係なく 各自

自由に撮影した作品を持ち寄って、松元様のご指導を受

けて、あらたな作品作りに励んでいます。 

写真展は、今年は柳井市文化福祉会館で、柳井市市美

術展、柳井市カワノ工業(株)シニア感謝祭２０１９趣味

の作品展より出展依頼受けて、出展 。 

第９回写真展を、初夏の今年５月に、一年間の作品よ

り、一人７点松元様に選択頂き作品２点の協力と、多く

の方のご支援を受けて開催。今年６月の例会の後、喫茶

店で親睦会を開催し、情報交換等で過ごしました。 

第３２回撮影会「初夏の東広島・竹原」参加。 

写真展にて会員の募集中です。 

 

 

 

 

 

会報担当  （広島・南支部 小泊直美） 

 今年も各支部世話人様のおかげで何とか会

報作成・発刊にこぎつけたようです。改めてお

礼申し上げます。 

前任者の杉本さんも言っておられましたが、

会報担当者が本会報の一番最初の読者になるわ

けですが、読み返してみて各支部の皆様の日頃

からの努力には頭が下がります。 

これもひとえに写真撮影が好きだという基盤が

あっての事と推察いたします。 

私事ですが最近、長い間一つのことをコツコ

ツと成し遂げてきた人のドキュメント番組を見

るたびに感動をしております。これも私自身が

それだけ歳を取ったということだとは思います

が、仕事であれ趣味の領域であれ、より高い極

みを目指して努力しておられる方の生き方には 

本当に感動します。 

当クラブも発足より 16 年目を迎えており、その

間ずっと支部のお世話をされている（た）方々に

は、感謝の言葉しかありません。 

また支部によりましては、新しい方向性の兆し

など見かけられることもあり、それがどんなに小さ

な灯りであろうとも、本当にホッとする思いです。 

今後 70～75 歳定年？！時代を迎えようとしてい

ますが、自分が打ち込める領域を持っているという

ことは幸せなことなのだろうな～と、最近よく思い

ます。 

それと共に同じことに打ち込める仲間が増えた

ら、またそれはそれで嬉しいことです。 

何だかとりとめもない後記になりましたが、皆

様に感謝を込めて。 

 

 

 

編集後記 


