
２０１７年度 第４回フォトコンテスト 受賞者および受賞作品 

審査委員長からの総評 

全体的に、年々応募者の皆さんからの写真撮影技術が確実に向上しています。今回は特に写真を撮る位置・時間と空間の接点が上手な写真が

目立ちました。その反面、惜しい写真も多かったと思います。例えば、あと一歩引いて撮る、望遠をもう少し緩めるなどして人が写真の中心

核となる場合は、表情の捉え方が一番重要になってきます。また、カメラの枠に捉われず、自分自身の思うように、スクエアなどで捉えると

尚一層良くなります。 

このたびの審査では、特に被写体に気を付けている写真を中心に選びました。人物であれば一言断わるといった声掛けが必要ですし、肖像権

の関係上、神社・仏閣は商業目的でなければ問題ありません。 

「旅部門」においては、今回は「旅」に加え「人」が撮影されている写真を主に、旅の中にいる静かな人、表情が豊かで決して造らず自然な

表情が捉えられていた地元の人を中心に選びました。 

「自由テーマ部門」では、特に「水」や「星」などその瞬間を捉えた場合、カメラの使い方や知識を活かした撮影テクニック、全体の構図テ

クニックを中心に選びました。

審査委員長 伊東 浩 

（Ａ）「旅」部門 

最優秀賞 

氏名 別所  峻 さん 支部名 関 西 

応募形態 プリント 画題 アイス売りと小坊主

撮影地 ミヤンマースタウンピェ孤児院

応募時コメント ヤンゴン郊外の僧院の孤児院。小坊主たちはワイワイ賑やか。

審査員コメント 
孤児院だが孤児院を感じさせないような、一緒に生活している子供たちが、はつらつとしている様子が良く表

現されている。右側に立っている大人の姿が無ければ、尚良い。 

受賞の喜びの声 

私の応募作品が最優秀賞に選ばれたとのご連絡をいただき、ただただ驚いています。今年度のフォトコンテストでは、

関西支部からの応募が前年より少なかったため、「枯れ木も山の賑わい」と、数稼ぎのつもりで初めて３点を応募したも

のです。本格的なフォト撮影の経験もなく、バカチョンのデジカメででたらめに撮りまくった写真の中の１枚が選ばれると

は、本当にうれしく思います。５年前から、ある NPO財団でミャンマー・ヤンゴン郊外のスタウンピェ僧院の孤児院への

支援活動を行っています。年に１～２回現地を訪問していますが、その中で、たまたまアイス売りのおじさんを囲む小坊

主たちのようすに、思わずシャッターを押したものがこの写真です。「右側に立っている大人の姿がなければ尚よい」と

の評でしたが、「アイス売りと小坊主」のタイトルの通り、アイス売りのおじさんも画面には欠かせなかった、と私自身は

思っています。 

審査員の皆さまには、選んでいただいたことを心から感謝申し上げます。 

※画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
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優秀賞 

氏名 森本 喜美子 さん 支部名 関東 

応募形態 プリント 画題 鉄道員（ポッポや） 

撮影地 アラスカ スキャグウェイ

応募時コメント アラスカのゴールドラッシュ時代の WP＆YR鉄道 思わず健さん？

審査員コメント 

列車同士のすれ違いの瞬間を良く捉えている。撮影場所も正にカーブしている情景の中で、可能な限り両方の列車を捉え

たベストポジションからの撮影がお見事。また係員の仕事をしている様子から、列車の安全運行を見守っている姿が強い印

象を与えている。 

受賞の喜びの声 
アラスカの鉄道員の写真は暖かい車内から出て凍えながらデッキでシャッターチャンスを狙いました。目の前に絵にかいた

ような情景が現れシャッターを切りました。 

優秀賞 

氏名 上之郷   陽一 さん 支部名 関西 

応募形態 プリント 画題 ちゃんと写ってる？ 

撮影地 三重県松坂城跡公園 

応募時コメント お母さんが撮った写真を食いってみてる姿がほほえましい 

審査員コメント 
母親の撮影したカメラを覗き込んでいる子供の視線・表情が、心穏やかに表現されており、母親との撮影位置が素晴らし

い。またピントが合っている位置とバックのぼかしとの関係が絶妙である。 

受賞の喜びの声 

連続の賞を頂きました大変有り難う御座います、連絡が無いので今年度は駄目なのかなと思っていました、ところメ－ル開けたところ通

知頂きヤッタ－と気持ちでうれしい次第です、選んでいただき有難う御座います。  

作品について：グル－プで松阪市の城跡公園へ花見に行こうという事で出掛けました、ちょうどお昼時で皆さんと食事していたら子供連

れの親子さんが私の隣で同じく食事をされていて、お母さんが息子さんの写真を一生懸命撮影されて子供さんにモニタ－を見せていた

ところ微笑ましい雰囲気でしたのですぐこちらもシャタ－を押した次第です。その後子供さん達と一緒に食べながら集合写真を撮って別

れました、お母さんには了承いただいております。 
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準優秀賞   準優秀賞 

氏名 齋藤 百代 さん 支部名 関東 

応募形態 プリント 画題 お早う！元気かい？ 

撮影地 ホノルル・ファーマーズマーケット

応募時 

コメント

青空のスーパー、地元産直グルメの宝庫。ロコに交わって買物

しよう。 

準優秀賞 審査員特別賞 

氏名 副田 隆義 さん 支部名 九州 

応募形態 プリント 画題 女子高生の龍踊り 

撮影地 長崎市幸町興福寺 

応募時 

コメント

中国の龍踊りを日本の寺で披露。女子高生の踊り。見ごたえ

あり。 

氏名 後藤 真由美 さん 支部名 東北 

応募形態 ＰＣ 画題 気持ちいいな^ ^ 

撮影地 札幌大通り公園 

応募時 

コメント

夏休みにエース JTBで北海道旅行した時の娘達の写真です。 

氏名 井上  敬 さん 支部名 関東 

応募形態 プリント 画題 チチカカ湖の幼女

撮影地 チチカカ湖（ボリビア）

応募時 

コメント

土の匂いがあふれるトトウ船で親の帰りを待つ情景 

審査員 

コメント

撮影した方の気持ちに少女が応えており、その表情を良く捉えて

いる。また背景の位置や距離感は良いが、プリントした紙質とイ

ンクが合ってなく右端縦に筋が入っている箇所が残念。

受賞の 

喜びの声 

このたびは審査員特別賞の受賞をいただき、ありがとうございま

す。とても嬉しく思います。応募の際プリンターの調子が悪く、今

では買い換えて新しいプリンターを使用しております。 
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佳作 

氏名 金原  博 さん 支部名 中部 

応募形態 プリント 画題 安曇野の春 

撮影地 信州安曇野 

応募時コメント 信州安曇野で田園の美しい風景に感動し撮影した。 

（Ｂ）「自由テーマ」部門 

最優秀賞 

氏名 船塚 和雄 さん 支部名 関東 

応募形態 ＰＣ 画題 星夜にひとり 

撮影地 尾瀬ヶ原 

応募時コメント 満天の星が燧ケ岳を映す池塘にも、狙いの場所で新月の夜に 

審査員コメント 
カメラの機能を熟知しており、星空の撮影に向けた設定をしているため申し分ない。

受賞の喜びの声 

1年前から、このロケーションで機会をうかがっていました。作品的にはまだまだですが、暗闇の中を山小屋か

ら 30分、満天の星に感動しつつも熊に怯えながら 2時間近い一人だけの撮影への努力賞と受け止めていま

す。全国の写真愛好 OB・OGの皆さんに刺激を頂きながら、これからも楽しんでいきたいと思います。 
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優秀賞 

氏名 森本 喜美子 さん 支部名 関東 

応募形態 プリント 画題 富岡八幡宮 水かけ祭 

撮影地 東京都江東区 

応募時コメント 熱気冷ましとお清めの為の水掛け 水掛ける方も一生懸命皆ずぶ濡れ 

審査員コメント カメラの機能を良く知っており、水かけ祭りの水をかけている瞬間の荒々しさが良く表現されている。

受賞の喜びの声 深川に生まれて育ち何より大好きな八幡様のお神輿の写真で優秀賞をいただけたことは二重の喜びです。 

優秀賞 

氏名 永田  豊 さん 支部名 九州 

応募形態 プリント 画題 農作業 

撮影地 阿蘇 

応募時コメント けむりの状態がおもしろかった。 

審査員コメント カメラの使い方を良く知っており、白い煙をより白く見せるためにモノクロ写真にした点、技術的に素晴らしい。

受賞の喜びの声 

このたびは受賞のお知らせありがとうございます。この写真は、退職後の趣味（？）として、大野城まどかぴあ

（初代館長 池田満寿夫さん）の写真講座を１年間受講しましたが、その間に４回撮影会があり、それに参加し

た時の写真です。 

九州支部の先輩の勧めで応募したのですが、受賞するとは思ってもいなくて驚いています。これを機会にいろ

いろな写真に挑戦できればと思っています。 

準優秀賞 準優秀賞 
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氏名 上之郷   陽一 さん 支部名 関西 

応募形態 プリント 画題 マーメイド初漕ぎ

撮影地 津市贄崎海岸 

応募時コメント 初日の出に向かって仲間と漕ぎ出して今年も躍進するぞ 

準優秀賞 審査員特別賞 

氏名 佐藤  充 さん 支部名 東北 

応募形態 プリント 画題 飛翔 

撮影地 仙台市宮城野区与兵衛沼 

応募時コメント 
散歩コースの住宅街の中の沼。偶然フレームに収まってまし

た。 

   

佳作 佳作 

氏名 石川 茂己 さん 支部名 関東 

応募形態 プリント 画題 朝の散歩 

撮影地 秋田市千秋公園 

応募時コメント 早朝桜満開の公園に霧が出ていたので、急いで撮りに行く。 

氏名 西山 裕明 さん 支部名 中国四国 

応募形態 ＰＣ 画題 老いて、なお、煌めく 

撮影地 広島市縮景園 

応募時コメント 蓮の病葉に載った沢山の雨粒に、老ゆる自分を重ねました。 

審査員コメント 
接写（水滴のピント合わせ）が素晴らしい。枯れている葉に元気を与

えている瑞々しさが良く写し出されている。 

受賞の喜びの声 

この度はいろいろと大変お世話になりました。入賞のお知らせを賜り、深く

感謝申し上げます。カミさんに先ほど伝えたところ、すごく喜んでおります。

誠にありがとうございました。中国四国支部の他の会員も受賞なさったと

のこと、私も嬉しいです。 
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氏名 井上  啓史 さん 支部名 中国四国 

応募形態 ＰＣ 画題 何が見える？ 

撮影地 自宅にて 

応募時 

コメント

孫が福岡に帰り、家内とゆっくりテレビを見ていたところ、

猫が急に網戸に飛び上がったので写メを取りました。白

い猫も（何が見える）と直ぐに後を追って飛び上りました。 

氏名 松森  和樹 さん 支部名 関西 

応募形態 ＰＣ 画題 若草山焼き 

撮影地 平城宮跡 

応募時 

コメント

古都奈良の伝統行事 若草山焼きを初めて多重撮影に挑戦しま

した 
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