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（受賞者氏名：敬称略）

旅 自由
杉　  孝 関東 副田　隆義 九州

デジタル

このコンテストも第５回を迎え、皆さんからの応募数も毎年増えてきており、レベルも上がってきました。これからもがんばって良い写真を撮り続
けていただきたいと思います。
今年も両テーマ共に選考基準として、人が写っている写真を主に選びました。人がどのようにその写真に関わっているかが重要なポイントにな
ります。

※各画題名をクリックして画像をご覧ください。

キフヌ島の朝（羊の朝食） プリント 青空になびく吹き流し

２０１８年度　第５回フォトコンテスト　受賞者及び受賞作品一覧

キフヌ島（エストニア） 熊本県天草市

岡本　弘富 関西 津田　隆司 中国四国

上之郷   陽一 関西 酒井　鈴夫 中部

プリント グループ行動 デジタル 晩夏の躍動

デジタル 灘のけんか祭り デジタル
マツダスタジアムの傘祭り
（広島カープの本拠地球場）

姫路市白浜町（御旅山） ＭＡＺＤＡ　Ｚｏｏｍ－Ｚｏｏｍ　スタジアム広島

躍動感溢れる作品で素晴らしいが、少し色がきついので、もう少し色
全体を抑えたら尚良い。

伝統ある灘のけんか祭、祭りを盛り上げている人々、瞬時の空気、天候、そ
して審査委員の皆様に感謝です。有難うございます。喜びの実感はこれから
徐々に湧いてくると思います。

傘のカラフルさと配置を良く捉えており、なかなか面白い。曇り空なので
空と傘がとても似合っている。

この度は第５回全国フォトコンテストの入賞作品に選んで頂き、小学校の頃か
ら余り賞というものに縁の無かった私にとって望外の喜びとなりました。有難う
ございました。この写真は我らが広島カープの本拠地マツダスタジアムのプロ
ムナードに、ポルトガルの田舎町の傘祭りからインスパイアされた　傘が無数
に浮かんでおり、その一部を切り撮ったものです。この日は丁度私の７０歳の
誕生日で、家族と観た野球も中日に逆転勝ちを収め上々の１日でした。

忍野八海菖蒲池　山梨県 名古屋市中村区荒子公園

森本  喜美子 関東 大橋　政信 北海道

プリント メランコリー デジタル

三菱マテリアル苅田工場

山腰　和伸 関東 竹ノ内　千秋

構図は素晴らしいが、少し左右が窮屈なので、左右のバランスを人
半分左に寄せたら尚良い。

水平・垂直のバランスがとれており、撮影が技術的に高い。海への映り
込みも良く捉えている。

無病息災の願いは熱い～。

リスボン・ポルトガル 横浜市都筑区牛久保公園

斎藤　百代 関東 麻生　  悟 九州

殺風景な街の住宅地の中に一人入っただけで、写真の価値全体が
上がっている。地元の人との関わりが良い。

お餅を焼きながら一生懸命祈願している雰囲気が良く表われている。

リスボンの街角で見上げるとベランダで優雅に煙草をくらすレディが。 ドンド焼きで無病息災を願ってモチを焼いて食べますが、熱い～。

水平線に沈む夕日を見る人。シルエットがマジックのようだ。 九州最大の廃棄物処理工場

プリント 夕日の中で デジタル 工場夜景

マジックアイランド（ハワイ）

プリント 旧市街地 プリント 密談

ドブロブニク、クロアチア 三重県　津市

プリント 東日本大震災から７年半

中部

プリント スカイツリーと富士（夕景） プリント 新緑を詠む

北海道喜茂別町 宮城県石巻市

子谷　文夫 関西 上之郷   陽一 関西

春爛漫

北海道礼文島澄海岬 栃木県真岡市

苫小牧から、羊蹄山の麓をドライブした途中の相川ＡＰ 大川小にある小さな野外音楽室の壁に子供が書いた絵（２）

舩倉　淑子 中国四国 若林　秀敏 東北

デジタル 蝦夷富士羊蹄山

デジタル 早くして〜飛ばされるう〜 プリント

フォトコンテストの結果をお知らせ下さり、誠にありがたくお礼申し上げます。
他にも中国四国支部の受賞者がいらっしゃるようで、嬉しいです。
カミさんも喜んでくれています。ありがとうございました。

定番ではあるが、構図としては雄大な桜を上手く写し出している。ピント
がいずれも同じなので、ピントをどれか被写体一つに絞れば尚良い。

真岡鉄道と桜をテーマに、満開になるのを待って出かけました。
電車が近づいてきたので、シャッターチャンスを待って撮りました。

鎌ヶ谷市役所・屋上から眺めた夕景です。 ダム湖畔の小公園で、新緑を愛でる句を詠む。

非常に強い風で帽子も体も飛ばされそうでした。 桜と菜の花の咲く中を緑色の電車がゆっくり入ってきた。

千葉県鎌ケ谷市 岐阜県・摩那姫湖畔

西山  裕明 中国四国 石川　茂己 関東

石畳の道で暑い日 寄り添って紅葉の葉っぱ片手に持ち何やら話し合っておる。

佳作

最優秀賞

優秀賞

水平で地面と空との割合（構図）が良い。また海の水平線が良く写し
出されており、長い影を良く捉えている。

この度は素晴らしい賞をいただきありがとうございます。エストニアのキフヌ
島はリガ湾に浮かぶ長さ7km、幅3.3kmの小さな島です。エストニア本土では
失われた歌や踊り、手工芸、生活文化が残る生きた博物館と言われユネス
コの無形文化遺産に認定されています。朝起きると彼方から羊の群れが近
づいて来て宿の前で草を食べ始めました。朝日が羊を照らし、羊が草を噛む
バリバリという音が静けさを破る長閑で不思議な時間でした。

青空に映える吹き流しが爽やかで、人が楽しく歩いている様子が素晴
らしい。色もきちんと整って出ており、構図もやや登り坂を思わせる撮り
方でとても力強い。

【喜びも一入】パソコンを修理に出していて、本日夕方メールを開きビックリして
います。2016年佳作、2017年準優秀賞、そして今回最優秀賞とのことで嬉しさ
一入です。趣味の写真で毎日カメラぶら下げ散歩し、月に一回は友達と各地に
撮影に出かけています。この写真もその中の1枚で、今年の7月初めて熊本県
天草市の「虫おい祭り」行った時のひとこまです。各地にはいろんな祭りがあり
ますが、自動車免許証を返還したため不便になりました。

朝起きると羊の群れがやってきて草を食べ始めました 害虫を追い払う祭で、吹き流しをなびかせて行進します。

練り子も観衆も一体となって祭りを盛り上げています。 ポルトガルの傘祭りと見紛う色鮮やかな傘が青空に映えていました

一列で歩く子供達　水面に映える表情姿が鏡に写っているよう 若者が鍛えた演舞の瞬間を臨場感と躍動感描写で狙いました。

富士山とスカイツリーの組み合わせが面白い。 緑に囲まれた中にたたずんだ人を良く捉えていて落ち着いた作品だ
が、人の服の色が別の色であれば尚良い。

準優秀賞

審査員
特別賞

上半分を切って、水面に写り込む姿を主体としたところが秀作。

この度グル－プで富士五湖めぐりの旅行に出掛け、忍野八海のひとつ菖蒲
池に差し掛かった際修学旅行かな？子供たちが池の周囲を歩いて来た時、
湖面に写った楽しそうな表情見えた瞬間撮りました。
今回で４回連続で賞を頂き大変うれしく思います、今後も感動を与えられるよ
うに努力します。

人がジャンプした躍動感を良く捉えていて、男の子の顔の表情と髪の
毛が風を切ってる姿が良い。地面が少し広いのが惜しい。

今度のフォトコンテストにおいて優秀賞を頂き誠にありがとうございました。JTB
に入社した30年代にボーナスを貯金して買ったカメラでしたが趣味として続け
ていくには当時の給料では経済的に困難で断念した経緯があります。
70歳の時に一念発起して若い当時を思い起こし通信教育で写真技術の勉強
し、今では趣味であり友であり、生活の一部にもなっております。今後も健康寿
命の続く限り写真撮影を続けたいと思っております。

帽子を押さえている表情が素晴らしく、強風に耐えている様子が良く
わかる作品。
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