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新入会員のご紹介
正会員
No.����   泊 和幸       北海道天塩郡遠別町
No.����   龍石堂 淳   東京都江東区新砂
会員
 No.����   石原 雅延   愛知県江南市般若町南山
 No.����   石原 昌子   愛知県江南市般若町南山
 No.����   鷲見 勉       名古屋市千種区月見坂町
 No.����   宗吉 洋介   三重県鈴鹿市大池
 No.����   山口 春江   名古屋市瑞穂区春山町

理事会のお知らせ
�� 月理事会
１１月    ８日（水）　１２：００～１５：００
�� 月理事会
１２月１１日（月）　１２：００～１５：００
会場は共に日本写真文化協会３Ｆ会議室　

事務局からのお知らせ

＊＊＊  編集後記　広報担当理事  中村 健太  ＊＊＊

★広報委員会 HOTLINE 編集スタッフ・中村健太、サトウミキ

���� 年度の会費納入のお願い
���� 年度（���� 年��月� 日～ ���� 年 �月�� 日）
の会費納入時期になりました。会費の納入期限は、
���� 年 �� 月�日～ ���� 年 ��月 ��日までです。

年会費は下記口座へお振込みください。

口座名義：日本旅行写真家協会
銀行名称：みずほ銀行　飯田橋支店
口座番号：普通預金　�������
振込金額：正会員　��,��� 円
　　　　　　会員　��,��� 円

＊総会・懇親会会場での年会費受領はいたしません
のであらかじめご了承ください。

財務からのご案内

会員写真展紹介

「北海道と冬 ～そこに住まう者の視点～」
旅写の北海道メンバーの多くが所属し、北海道の
魅力発信と写真文化発展を目指した活動を行う、
NPO 法人北海道を発信する写真家ネットワーク
の設立 �� 周年を記念した写真展を新宿シリウス
にて開催。会期は �� 月 � 日～ �� 日。

◇ 旅写関係出展者 ◇
浅野久男、及川修、菊地晴夫、辻博希、泊和幸、中村健太、長谷川規夫

妻の勤続 �� 周年休暇と義父が就航誘致に関わっ
ていたことをきっかけに、初めてクルーズ船での
旅を経験しました。「アレはお金と時間に余裕の
ある人のもので今の自分には縁が無い」と思って
いたのですが、� 泊 � 日の超短期クルーズ（金沢
→境港→釜山→福岡）だったこともあり、移動・
ホテル・基本の食事が全て込みと考えると、全然
高くないことを思い知り、先入観で知ることすら
放棄するのは良くないと改めて肝に銘じました。
�� 周年つながりで、左記の通り所属 NPO の写真
展が、旅写総会と重なる会期で開催されます。ま
だ分不相応ではありますが、この春より私が理事
長職を拝命しており、節目の行事として成功にむ
け尽力いたしているところです。ご高覧いただく
という形で、旅写の皆様にも応援していただける
と大変うれしく、どうぞよろしくお願い致します。

2017年 11・12月号⑤

自然とのふれあい写真教室日帰り講座報告
「デジタルカメラの基本講座＆休暇村奥武蔵で撮影実習」

����年�月�日　参加者�名（男性４、女性２）　講師：川名義廣

　休暇村共済事業の試みとして、休暇村施設を利用する日帰り写真教室が企画された。気軽に参加
できる写真教室で楽しさを実感してもらう意図から、デジタルカメラ講座と実習を組み合わせ、参
加費６,９００円、最小催行人数５名と敷居を低く設定された。
　参加は６名、持参カメラは Canon:４（１名はコンデジ）、NIKON：１、SONY：１。いずれも
自然とのふれあい写真教室は初めての参加であり、今回は「倶楽部 Q」誌で認知したとのこと。
レギュラーの写真教室については、チラシも含め知らなかったと話していた。
　５時間強の間に、講義、実習撮影、作品講評と盛りだくさんの予定ではあったが、持参カメラで
の AF モードの使い分けと露出補正での実習撮影までが限界で作品講評は個人別の実施となった。
それでもアンケートでは、非常に満足と満足が各３名、宿泊写真教室の泊数は、� 泊が３名、� 泊
が２名と参加意向が強いといえる。
　日帰り教室は参加費も時間も手頃である。交通費が低く抑えられる休暇村で「デジタルカメラの
基本講座と実習撮影」教室は継続開催が期待される。
　今回は、初めての教室でもあり、休暇村共催事業推進委員会の伊東委員がボランティアで副講師
と記録写真を担当してくれた。
　
　文：川名、写真：伊東

初企画！

2017年 11・12月号④

自然とのふれあい写真教室2017　休暇村竹野海岸
2017年9月10日～12日　参加者8名　講師：立木寛彦・出澤達男

　最少催行人員 �� 名に対し、１カ月前 で �� 人の申し込みであっ
たが、休暇村竹野海岸の小森支配人と写真教室担当西口氏の尽力
により、最終の決定人数８名で催行された。
　初日は、２日目夜の漁火撮影が雨の予報のため、急遽予定を変更。
各自チェックインを済ませ一息ついた午後４時にロビーに集合。
担当の西口氏の案内で日本海の海岸風景などを２時間弱撮影、
夕食後写真レクチャーや持参作品講評。希望者で休暇村園地から漁火撮影を行った。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　夜の日本海は真っ暗だが、I SO 感度の設定やシャッタースピード、絞り
　　　　　　　　　　　　　などを細かく指導、漆黒の海上に漁火が数点 輝く幻想的な風景に、
　　　　　　　　　　　　　「こんなに暗くても撮れるんだ！」と、感嘆の声がしきりで旅の疲れも忘
                                                   れて撮影を堪能した。
　２日目は、希望者での日の出の撮影は、雲が多く期待外
れとなったが朝食後予定通りバスで「天橋立 」へ向かう。
天橋立では麓の元伊勢と呼ばれる籠神社を見学後ロープ
ウエイで見晴らし台へ上り、思い思いの「橋立」を撮影。
昼食後丹後半島の伊根湾へ到着、遊覧船に乗って湾内を回
る予定が強風で欠航。舟屋は対岸からの撮影になったが、１階が海に直結した船の倉庫、２階が住居の
独特の建物が並ぶ風景を熱心にカメラに収めた。３カ所目の「立岩」では日本海の荒々しい岩が見せる
風景を撮影中予報通りの雨が降ってきたため、早々にバスに引き上げた。最後の �� 分ほどが天候の影
響を受けたが、ほぼ予定通りの撮影に皆満足。夕食後は写真講座の続きを行い２日目の日程を終了した。
                                              　                　　� 日目は朝から雨のため、朝食後会議室に集合し � 日間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影結果をプロジェクターで投影し作品講評会を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪天候が幸いし写真講評も受けられたことに満足感が漂って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた。

文：出澤達男　写真：出澤達男・立木寛彦

2017年 11・12月号③

第 �� 回日本旅行写真家協会展

「五感の旅～日本の食」ポートレートギャラリーにて開催決定
（開催日程：���� 年６月２１日～６月２７日）

　���� 年度旅写展第 �� 回「五感の旅／日本の食」の写真展開催をポートレートギャラリーに申込
みをしておりましたが、９月 �� 日に開催決定通知を受け取りました。
　会員諸氏には、すでに出展作品制作に取り組んでおられることと思いますが、今までの参加作品
を思い出しながら、より良い、より斬新な作品をお願い致します。特に、今まで参加されていない
会員諸氏には、是非とも出展されるようお願い申し上げます。

　また、第 �� 回「五感の旅～日本の音」展は、最終巡回地である北海道・東川町文化ギャラリーに
て �� 月 �� 日（木）～ �� 日（金） に開催いたします。

（開館時間 / 午前 �� 時～午後５時 �� 分　ただし、展示最終日は午後 � 時まで）

＜ 旅写展委員会 ＞

日本旅行写真家協会　第 �� 回 定期総会・懇親会

旅写の運営を決める大事な場であるとともに、各地で活躍されている正会員・会員のみなさん、そして、

賛助会員をはじめとした関係各社の皆様と顔を合わせての交流・情報交換の貴重な機会となっています。

ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

���� 年度　第 �� 回定期総会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）
                  ＊役員（理事）は、��：�� 集合

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐白根）

懇親会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐鳳凰）

最寄り駅：　ＪＲ　中央線　市ヶ谷駅 、   地下鉄　有楽町線・南北線・新宿線　市ヶ谷駅

2017年 11・12月号②

― 秋深まり・中秋の月！ ―
絶好の撮影季節・もっと写真を撮って楽しもう！

会　長　山口勝廣
　古より中秋の名月と言われてきました。イメー
ジでは中秋の名月は満月であると、長い年月思
いこんできました。
　今年は �� 月 � 日が「中秋の月」で二日後の �
日が満月とのことで、天候不順の中、やや歪な「中
秋の月」を雲間から鑑賞することができました。
　日本人は飛鳥、天平の古より風雅を楽しみ、
詩歌をたしなむ民族といわれてきました。風に
揺らぐススキの穂に白い団子、何故か月は黄色
味を帯びた一幅の画が幼き頃より頭に浮かび、
秋の深まりとともに思い起こされてきました。
　一寸気になって「中秋の月」について調べて
みました。実は中秋の名月とは満月じゃないこ
との方が多いとのこと、月の満ち欠けの周期と
旧暦が一致しない所以とのこと。

《中秋》と《仲秋》の表現は？
　また、序と言っては何ですが、「中秋」と「仲秋」
の文字についても双方とも記憶にあり、これは
どちらが正しい表現なのかも気になり調べてみ
ました。旧暦では�～�月を秋として、�月が初秋、
� 月を仲秋、� 月を晩秋としており、� 月全体を
仲秋と呼び、� 月の真中にあたる � 月 �� 日のみ
が「中秋」を指すとのこと。秋の真中に見るこ
とができる満月という意味から「中秋の名月」
が正しいとされているとのこと。「お月見」は、
もともと秋の収穫を祝う行事とされ、収穫でき
た米や豆を粉にして団子状にし、月に供えた風
習が今に伝えられてきたといわれます。
　地域によっては収穫したサトイモを供え、中
秋の名月は「芋名月」とも呼び、飾られるスス
キは神が宿るとされ魔よけの力があると信じら
れてきたとのこと。
　今も毎年各地で名月の鑑賞会が開かれ、小生
の取材先の木曽地域にも木曽八景の一つ、南木
曽町与川の古典庵跡にて「秋の観月会」が開催
されてきました。
　今夏の九州北部や東北、北海道の大雨による
被害の復興を念じつつも、近年のデジタル化の
中にあって、ゆったりと月を愛でるゆとりの時
をもってみたいものです。

過激な《インスタ映え》写真
　“あってはならない危険行為！”

　インスタ映えとは、SNS（ソーシャルネットワー
キングサービス）の Instagramへの投稿写真の見栄
えの良いことをいう造語とのことだが、絶景ポイ
ントなどでの危険な撮影写真が顰蹙をかっている。
　写真共有サービス SNS の「Instagram」にアッ
プロードして、公開した際にひときわ見栄えの良
いという観点から「インスタグラム」を念頭にお
いた考えのもとに表現されるようである。
　もともと写真家や写真愛好家の間では、他人よ
りも素晴らしい写真を撮りたい、フォトジェニック
な表現をしたいとの思いが強い面があり、写真撮
影地の選択やアングル、時間帯などに対する努力
がなされてきた。現実にその努力の下に素晴らし
い作品が撮られ、発表されてきた事実があります。
　しかし、ここで問題になっている「インスタ映え」
写真とは、危険な崖に踏み込んだり、瀬戸内海の
島への海峡に係る大橋の上などで、車から降り、
自動車道などで記念写真を撮影してアップするこ
とによって、「どうだ、自分達以外には撮れない写
真だろう」と自慢をしたいとの思いからの投稿な
のだ。　事実、写真を撮っている真横を車が孟ス
ピードで通り過ぎてゆく。一歩間違えば大事故に
なりかねない危険行為である。
　また、伊豆城ケ崎の海に突き出た岩場などで、
危険防止柵を乗り越え、まさに断崖絶壁に乗り出
すような記念写真、他人よりもさらに危険な状況
で撮った写真が自慢になり、益々エスカレートし
て危険度が増大。
　写真の楽しみ方は千差万別、それぞれの個性が
あって良いには違いないが、危険行為が現実に事
故になっては元も子もない。これが世界的に流行
の兆しがあるとのこと、現に戒めなければならな
い行為でしょう！

「今、あなたが求められている。あなたの
　組織を、みんなの組織にするために！」
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韓国唯一の跳開橋。片側 � 車線の大きな橋がせりあがる様は迫力満点。毎日 � 回決まった時刻に開く街の名物。
（撮影：中村健太　撮影地：韓国 釜山 影島大橋）

休暇村日帰り講座～奥武蔵 ........................５P

財務より ���� 年度会費  ............................６P

新入会員紹介・理事会日程 .........................６P

会員写真展紹介  ........................................６P

　旅写がうたう「旅を愛し、平和を愛する写真家集団」の通り、
旅を楽しむためには平和は欠かせない。今回、韓国釜山に寄航す
るクルーズ船に乗ったが、出発前北朝鮮問題から心配をいただく
こともあった。実際には旅中全く不安に感じることはないのだが、
やはり集客にも影響が出ているという話も耳にする。欧米等でも
一般人・観光客が被害にあうテロが多く発生している。これから
も旅を楽しめる世の中であって欲しいと願ってやまない。

掲載される号は不定期になります
が、会員の皆さんから寄せられた

「旅の写真」をご紹介します。
簡単なエピソードを添えて広報ま
でお送り下さい。
tabisyakouhou@yahoo.co.jp 
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新入会員のご紹介
正会員
No.����   泊 和幸       北海道天塩郡遠別町
No.����   龍石堂 淳   東京都江東区新砂
会員
 No.����   石原 雅延   愛知県江南市般若町南山
 No.����   石原 昌子   愛知県江南市般若町南山
 No.����   鷲見 勉       名古屋市千種区月見坂町
 No.����   宗吉 洋介   三重県鈴鹿市大池
 No.����   山口 春江   名古屋市瑞穂区春山町

理事会のお知らせ
�� 月理事会
１１月    ８日（水）　１２：００～１５：００
�� 月理事会
１２月１１日（月）　１２：００～１５：００
会場は共に日本写真文化協会３Ｆ会議室　

事務局からのお知らせ

＊＊＊  編集後記　広報担当理事  中村 健太  ＊＊＊

★広報委員会 HOTLINE 編集スタッフ・中村健太、サトウミキ

���� 年度の会費納入のお願い
���� 年度（���� 年��月� 日～ ���� 年 �月�� 日）
の会費納入時期になりました。会費の納入期限は、
���� 年 �� 月�日～ ���� 年 ��月 ��日までです。

年会費は下記口座へお振込みください。

口座名義：日本旅行写真家協会
銀行名称：みずほ銀行　飯田橋支店
口座番号：普通預金　�������
振込金額：正会員　��,��� 円
　　　　　　会員　��,��� 円

＊総会・懇親会会場での年会費受領はいたしません
のであらかじめご了承ください。

財務からのご案内

会員写真展紹介

「北海道と冬 ～そこに住まう者の視点～」
旅写の北海道メンバーの多くが所属し、北海道の
魅力発信と写真文化発展を目指した活動を行う、
NPO 法人北海道を発信する写真家ネットワーク
の設立 �� 周年を記念した写真展を新宿シリウス
にて開催。会期は �� 月 � 日～ �� 日。

◇ 旅写関係出展者 ◇
浅野久男、及川修、菊地晴夫、辻博希、泊和幸、中村健太、長谷川規夫

妻の勤続 �� 周年休暇と義父が就航誘致に関わっ
ていたことをきっかけに、初めてクルーズ船での
旅を経験しました。「アレはお金と時間に余裕の
ある人のもので今の自分には縁が無い」と思って
いたのですが、� 泊 � 日の超短期クルーズ（金沢
→境港→釜山→福岡）だったこともあり、移動・
ホテル・基本の食事が全て込みと考えると、全然
高くないことを思い知り、先入観で知ることすら
放棄するのは良くないと改めて肝に銘じました。
�� 周年つながりで、左記の通り所属 NPO の写真
展が、旅写総会と重なる会期で開催されます。ま
だ分不相応ではありますが、この春より私が理事
長職を拝命しており、節目の行事として成功にむ
け尽力いたしているところです。ご高覧いただく
という形で、旅写の皆様にも応援していただける
と大変うれしく、どうぞよろしくお願い致します。

2017年 11・12月号⑤

自然とのふれあい写真教室日帰り講座報告
「デジタルカメラの基本講座＆休暇村奥武蔵で撮影実習」

����年�月�日　参加者�名（男性４、女性２）　講師：川名義廣

　休暇村共済事業の試みとして、休暇村施設を利用する日帰り写真教室が企画された。気軽に参加
できる写真教室で楽しさを実感してもらう意図から、デジタルカメラ講座と実習を組み合わせ、参
加費６,９００円、最小催行人数５名と敷居を低く設定された。
　参加は６名、持参カメラは Canon:４（１名はコンデジ）、NIKON：１、SONY：１。いずれも
自然とのふれあい写真教室は初めての参加であり、今回は「倶楽部 Q」誌で認知したとのこと。
レギュラーの写真教室については、チラシも含め知らなかったと話していた。
　５時間強の間に、講義、実習撮影、作品講評と盛りだくさんの予定ではあったが、持参カメラで
の AF モードの使い分けと露出補正での実習撮影までが限界で作品講評は個人別の実施となった。
それでもアンケートでは、非常に満足と満足が各３名、宿泊写真教室の泊数は、� 泊が３名、� 泊
が２名と参加意向が強いといえる。
　日帰り教室は参加費も時間も手頃である。交通費が低く抑えられる休暇村で「デジタルカメラの
基本講座と実習撮影」教室は継続開催が期待される。
　今回は、初めての教室でもあり、休暇村共催事業推進委員会の伊東委員がボランティアで副講師
と記録写真を担当してくれた。
　
　文：川名、写真：伊東

初企画！

2017年 11・12月号④

自然とのふれあい写真教室2017　休暇村竹野海岸
2017年9月10日～12日　参加者8名　講師：立木寛彦・出澤達男

　最少催行人員 �� 名に対し、１カ月前 で �� 人の申し込みであっ
たが、休暇村竹野海岸の小森支配人と写真教室担当西口氏の尽力
により、最終の決定人数８名で催行された。
　初日は、２日目夜の漁火撮影が雨の予報のため、急遽予定を変更。
各自チェックインを済ませ一息ついた午後４時にロビーに集合。
担当の西口氏の案内で日本海の海岸風景などを２時間弱撮影、
夕食後写真レクチャーや持参作品講評。希望者で休暇村園地から漁火撮影を行った。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　夜の日本海は真っ暗だが、I SO 感度の設定やシャッタースピード、絞り
　　　　　　　　　　　　　などを細かく指導、漆黒の海上に漁火が数点 輝く幻想的な風景に、
　　　　　　　　　　　　　「こんなに暗くても撮れるんだ！」と、感嘆の声がしきりで旅の疲れも忘
                                                   れて撮影を堪能した。
　２日目は、希望者での日の出の撮影は、雲が多く期待外
れとなったが朝食後予定通りバスで「天橋立 」へ向かう。
天橋立では麓の元伊勢と呼ばれる籠神社を見学後ロープ
ウエイで見晴らし台へ上り、思い思いの「橋立」を撮影。
昼食後丹後半島の伊根湾へ到着、遊覧船に乗って湾内を回
る予定が強風で欠航。舟屋は対岸からの撮影になったが、１階が海に直結した船の倉庫、２階が住居の
独特の建物が並ぶ風景を熱心にカメラに収めた。３カ所目の「立岩」では日本海の荒々しい岩が見せる
風景を撮影中予報通りの雨が降ってきたため、早々にバスに引き上げた。最後の �� 分ほどが天候の影
響を受けたが、ほぼ予定通りの撮影に皆満足。夕食後は写真講座の続きを行い２日目の日程を終了した。
                                              　                　　� 日目は朝から雨のため、朝食後会議室に集合し � 日間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影結果をプロジェクターで投影し作品講評会を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪天候が幸いし写真講評も受けられたことに満足感が漂って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた。

文：出澤達男　写真：出澤達男・立木寛彦

2017年 11・12月号③

第 �� 回日本旅行写真家協会展

「五感の旅～日本の食」ポートレートギャラリーにて開催決定
（開催日程：���� 年６月２１日～６月２７日）

　���� 年度旅写展第 �� 回「五感の旅／日本の食」の写真展開催をポートレートギャラリーに申込
みをしておりましたが、９月 �� 日に開催決定通知を受け取りました。
　会員諸氏には、すでに出展作品制作に取り組んでおられることと思いますが、今までの参加作品
を思い出しながら、より良い、より斬新な作品をお願い致します。特に、今まで参加されていない
会員諸氏には、是非とも出展されるようお願い申し上げます。

　また、第 �� 回「五感の旅～日本の音」展は、最終巡回地である北海道・東川町文化ギャラリーに
て �� 月 �� 日（木）～ �� 日（金） に開催いたします。

（開館時間 / 午前 �� 時～午後５時 �� 分　ただし、展示最終日は午後 � 時まで）

＜ 旅写展委員会 ＞

日本旅行写真家協会　第 �� 回 定期総会・懇親会

旅写の運営を決める大事な場であるとともに、各地で活躍されている正会員・会員のみなさん、そして、

賛助会員をはじめとした関係各社の皆様と顔を合わせての交流・情報交換の貴重な機会となっています。

ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

���� 年度　第 �� 回定期総会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）
                  ＊役員（理事）は、��：�� 集合

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐白根）

懇親会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐鳳凰）

最寄り駅：　ＪＲ　中央線　市ヶ谷駅 、   地下鉄　有楽町線・南北線・新宿線　市ヶ谷駅

2017年 11・12月号②

― 秋深まり・中秋の月！ ―
絶好の撮影季節・もっと写真を撮って楽しもう！

会　長　山口勝廣
　古より中秋の名月と言われてきました。イメー
ジでは中秋の名月は満月であると、長い年月思
いこんできました。
　今年は �� 月 � 日が「中秋の月」で二日後の �
日が満月とのことで、天候不順の中、やや歪な「中
秋の月」を雲間から鑑賞することができました。
　日本人は飛鳥、天平の古より風雅を楽しみ、
詩歌をたしなむ民族といわれてきました。風に
揺らぐススキの穂に白い団子、何故か月は黄色
味を帯びた一幅の画が幼き頃より頭に浮かび、
秋の深まりとともに思い起こされてきました。
　一寸気になって「中秋の月」について調べて
みました。実は中秋の名月とは満月じゃないこ
との方が多いとのこと、月の満ち欠けの周期と
旧暦が一致しない所以とのこと。

《中秋》と《仲秋》の表現は？
　また、序と言っては何ですが、「中秋」と「仲秋」
の文字についても双方とも記憶にあり、これは
どちらが正しい表現なのかも気になり調べてみ
ました。旧暦では�～�月を秋として、�月が初秋、
� 月を仲秋、� 月を晩秋としており、� 月全体を
仲秋と呼び、� 月の真中にあたる � 月 �� 日のみ
が「中秋」を指すとのこと。秋の真中に見るこ
とができる満月という意味から「中秋の名月」
が正しいとされているとのこと。「お月見」は、
もともと秋の収穫を祝う行事とされ、収穫でき
た米や豆を粉にして団子状にし、月に供えた風
習が今に伝えられてきたといわれます。
　地域によっては収穫したサトイモを供え、中
秋の名月は「芋名月」とも呼び、飾られるスス
キは神が宿るとされ魔よけの力があると信じら
れてきたとのこと。
　今も毎年各地で名月の鑑賞会が開かれ、小生
の取材先の木曽地域にも木曽八景の一つ、南木
曽町与川の古典庵跡にて「秋の観月会」が開催
されてきました。
　今夏の九州北部や東北、北海道の大雨による
被害の復興を念じつつも、近年のデジタル化の
中にあって、ゆったりと月を愛でるゆとりの時
をもってみたいものです。

過激な《インスタ映え》写真
　“あってはならない危険行為！”

　インスタ映えとは、SNS（ソーシャルネットワー
キングサービス）の Instagramへの投稿写真の見栄
えの良いことをいう造語とのことだが、絶景ポイ
ントなどでの危険な撮影写真が顰蹙をかっている。
　写真共有サービス SNS の「Instagram」にアッ
プロードして、公開した際にひときわ見栄えの良
いという観点から「インスタグラム」を念頭にお
いた考えのもとに表現されるようである。
　もともと写真家や写真愛好家の間では、他人よ
りも素晴らしい写真を撮りたい、フォトジェニック
な表現をしたいとの思いが強い面があり、写真撮
影地の選択やアングル、時間帯などに対する努力
がなされてきた。現実にその努力の下に素晴らし
い作品が撮られ、発表されてきた事実があります。
　しかし、ここで問題になっている「インスタ映え」
写真とは、危険な崖に踏み込んだり、瀬戸内海の
島への海峡に係る大橋の上などで、車から降り、
自動車道などで記念写真を撮影してアップするこ
とによって、「どうだ、自分達以外には撮れない写
真だろう」と自慢をしたいとの思いからの投稿な
のだ。　事実、写真を撮っている真横を車が孟ス
ピードで通り過ぎてゆく。一歩間違えば大事故に
なりかねない危険行為である。
　また、伊豆城ケ崎の海に突き出た岩場などで、
危険防止柵を乗り越え、まさに断崖絶壁に乗り出
すような記念写真、他人よりもさらに危険な状況
で撮った写真が自慢になり、益々エスカレートし
て危険度が増大。
　写真の楽しみ方は千差万別、それぞれの個性が
あって良いには違いないが、危険行為が現実に事
故になっては元も子もない。これが世界的に流行
の兆しがあるとのこと、現に戒めなければならな
い行為でしょう！

「今、あなたが求められている。あなたの
　組織を、みんなの組織にするために！」
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韓国唯一の跳開橋。片側 � 車線の大きな橋がせりあがる様は迫力満点。毎日 � 回決まった時刻に開く街の名物。
（撮影：中村健太　撮影地：韓国 釜山 影島大橋）
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　旅写がうたう「旅を愛し、平和を愛する写真家集団」の通り、
旅を楽しむためには平和は欠かせない。今回、韓国釜山に寄航す
るクルーズ船に乗ったが、出発前北朝鮮問題から心配をいただく
こともあった。実際には旅中全く不安に感じることはないのだが、
やはり集客にも影響が出ているという話も耳にする。欧米等でも
一般人・観光客が被害にあうテロが多く発生している。これから
も旅を楽しめる世の中であって欲しいと願ってやまない。

掲載される号は不定期になります
が、会員の皆さんから寄せられた

「旅の写真」をご紹介します。
簡単なエピソードを添えて広報ま
でお送り下さい。
tabisyakouhou@yahoo.co.jp 



2017年 11・12月号⑥

新入会員のご紹介
正会員
No.����   泊 和幸       北海道天塩郡遠別町
No.����   龍石堂 淳   東京都江東区新砂
会員
 No.����   石原 雅延   愛知県江南市般若町南山
 No.����   石原 昌子   愛知県江南市般若町南山
 No.����   鷲見 勉       名古屋市千種区月見坂町
 No.����   宗吉 洋介   三重県鈴鹿市大池
 No.����   山口 春江   名古屋市瑞穂区春山町

理事会のお知らせ
�� 月理事会
１１月    ８日（水）　１２：００～１５：００
�� 月理事会
１２月１１日（月）　１２：００～１５：００
会場は共に日本写真文化協会３Ｆ会議室　

事務局からのお知らせ

＊＊＊  編集後記　広報担当理事  中村 健太  ＊＊＊

★広報委員会 HOTLINE 編集スタッフ・中村健太、サトウミキ

���� 年度の会費納入のお願い
���� 年度（���� 年��月� 日～ ���� 年 �月�� 日）
の会費納入時期になりました。会費の納入期限は、
���� 年 �� 月�日～ ���� 年 ��月 ��日までです。

年会費は下記口座へお振込みください。

口座名義：日本旅行写真家協会
銀行名称：みずほ銀行　飯田橋支店
口座番号：普通預金　�������
振込金額：正会員　��,��� 円
　　　　　　会員　��,��� 円

＊総会・懇親会会場での年会費受領はいたしません
のであらかじめご了承ください。

財務からのご案内

会員写真展紹介

「北海道と冬 ～そこに住まう者の視点～」
旅写の北海道メンバーの多くが所属し、北海道の
魅力発信と写真文化発展を目指した活動を行う、
NPO 法人北海道を発信する写真家ネットワーク
の設立 �� 周年を記念した写真展を新宿シリウス
にて開催。会期は �� 月 � 日～ �� 日。

◇ 旅写関係出展者 ◇
浅野久男、及川修、菊地晴夫、辻博希、泊和幸、中村健太、長谷川規夫

妻の勤続 �� 周年休暇と義父が就航誘致に関わっ
ていたことをきっかけに、初めてクルーズ船での
旅を経験しました。「アレはお金と時間に余裕の
ある人のもので今の自分には縁が無い」と思って
いたのですが、� 泊 � 日の超短期クルーズ（金沢
→境港→釜山→福岡）だったこともあり、移動・
ホテル・基本の食事が全て込みと考えると、全然
高くないことを思い知り、先入観で知ることすら
放棄するのは良くないと改めて肝に銘じました。
�� 周年つながりで、左記の通り所属 NPO の写真
展が、旅写総会と重なる会期で開催されます。ま
だ分不相応ではありますが、この春より私が理事
長職を拝命しており、節目の行事として成功にむ
け尽力いたしているところです。ご高覧いただく
という形で、旅写の皆様にも応援していただける
と大変うれしく、どうぞよろしくお願い致します。

2017年 11・12月号⑤

自然とのふれあい写真教室日帰り講座報告
「デジタルカメラの基本講座＆休暇村奥武蔵で撮影実習」

����年�月�日　参加者�名（男性４、女性２）　講師：川名義廣

　休暇村共済事業の試みとして、休暇村施設を利用する日帰り写真教室が企画された。気軽に参加
できる写真教室で楽しさを実感してもらう意図から、デジタルカメラ講座と実習を組み合わせ、参
加費６,９００円、最小催行人数５名と敷居を低く設定された。
　参加は６名、持参カメラは Canon:４（１名はコンデジ）、NIKON：１、SONY：１。いずれも
自然とのふれあい写真教室は初めての参加であり、今回は「倶楽部 Q」誌で認知したとのこと。
レギュラーの写真教室については、チラシも含め知らなかったと話していた。
　５時間強の間に、講義、実習撮影、作品講評と盛りだくさんの予定ではあったが、持参カメラで
の AF モードの使い分けと露出補正での実習撮影までが限界で作品講評は個人別の実施となった。
それでもアンケートでは、非常に満足と満足が各３名、宿泊写真教室の泊数は、� 泊が３名、� 泊
が２名と参加意向が強いといえる。
　日帰り教室は参加費も時間も手頃である。交通費が低く抑えられる休暇村で「デジタルカメラの
基本講座と実習撮影」教室は継続開催が期待される。
　今回は、初めての教室でもあり、休暇村共催事業推進委員会の伊東委員がボランティアで副講師
と記録写真を担当してくれた。
　
　文：川名、写真：伊東

初企画！

2017年 11・12月号④

自然とのふれあい写真教室2017　休暇村竹野海岸
2017年9月10日～12日　参加者8名　講師：立木寛彦・出澤達男

　最少催行人員 �� 名に対し、１カ月前 で �� 人の申し込みであっ
たが、休暇村竹野海岸の小森支配人と写真教室担当西口氏の尽力
により、最終の決定人数８名で催行された。
　初日は、２日目夜の漁火撮影が雨の予報のため、急遽予定を変更。
各自チェックインを済ませ一息ついた午後４時にロビーに集合。
担当の西口氏の案内で日本海の海岸風景などを２時間弱撮影、
夕食後写真レクチャーや持参作品講評。希望者で休暇村園地から漁火撮影を行った。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　夜の日本海は真っ暗だが、I SO 感度の設定やシャッタースピード、絞り
　　　　　　　　　　　　　などを細かく指導、漆黒の海上に漁火が数点 輝く幻想的な風景に、
　　　　　　　　　　　　　「こんなに暗くても撮れるんだ！」と、感嘆の声がしきりで旅の疲れも忘
                                                   れて撮影を堪能した。
　２日目は、希望者での日の出の撮影は、雲が多く期待外
れとなったが朝食後予定通りバスで「天橋立 」へ向かう。
天橋立では麓の元伊勢と呼ばれる籠神社を見学後ロープ
ウエイで見晴らし台へ上り、思い思いの「橋立」を撮影。
昼食後丹後半島の伊根湾へ到着、遊覧船に乗って湾内を回
る予定が強風で欠航。舟屋は対岸からの撮影になったが、１階が海に直結した船の倉庫、２階が住居の
独特の建物が並ぶ風景を熱心にカメラに収めた。３カ所目の「立岩」では日本海の荒々しい岩が見せる
風景を撮影中予報通りの雨が降ってきたため、早々にバスに引き上げた。最後の �� 分ほどが天候の影
響を受けたが、ほぼ予定通りの撮影に皆満足。夕食後は写真講座の続きを行い２日目の日程を終了した。
                                              　                　　� 日目は朝から雨のため、朝食後会議室に集合し � 日間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影結果をプロジェクターで投影し作品講評会を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪天候が幸いし写真講評も受けられたことに満足感が漂って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた。

文：出澤達男　写真：出澤達男・立木寛彦

2017年 11・12月号③

第 �� 回日本旅行写真家協会展

「五感の旅～日本の食」ポートレートギャラリーにて開催決定
（開催日程：���� 年６月２１日～６月２７日）

　���� 年度旅写展第 �� 回「五感の旅／日本の食」の写真展開催をポートレートギャラリーに申込
みをしておりましたが、９月 �� 日に開催決定通知を受け取りました。
　会員諸氏には、すでに出展作品制作に取り組んでおられることと思いますが、今までの参加作品
を思い出しながら、より良い、より斬新な作品をお願い致します。特に、今まで参加されていない
会員諸氏には、是非とも出展されるようお願い申し上げます。

　また、第 �� 回「五感の旅～日本の音」展は、最終巡回地である北海道・東川町文化ギャラリーに
て �� 月 �� 日（木）～ �� 日（金） に開催いたします。

（開館時間 / 午前 �� 時～午後５時 �� 分　ただし、展示最終日は午後 � 時まで）

＜ 旅写展委員会 ＞

日本旅行写真家協会　第 �� 回 定期総会・懇親会

旅写の運営を決める大事な場であるとともに、各地で活躍されている正会員・会員のみなさん、そして、

賛助会員をはじめとした関係各社の皆様と顔を合わせての交流・情報交換の貴重な機会となっています。

ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

���� 年度　第 �� 回定期総会
  日時　�� 月 �� 日（水）
 　　　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）
                     ＊役員（理事）は、��：�� 集合

  会場　アルカディア市ヶ谷　（� F　白根）

懇親会
  時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）

  会場　アルカディア市ヶ谷　（� F　鳳凰）

[ 最寄り駅：　ＪＲ　中央線　市ヶ谷駅 、   地下鉄　有楽町線・南北線・新宿線　市ヶ谷駅 ]

2017年 11・12月号②

― 秋深まり・中秋の月！ ―
絶好の撮影季節・もっと写真を撮って楽しもう！

会　長　山口勝廣
　古より中秋の名月と言われてきました。イメー
ジでは中秋の名月は満月であると、長い年月思
いこんできました。
　今年は �� 月 � 日が「中秋の月」で二日後の �
日が満月とのことで、天候不順の中、やや歪な「中
秋の月」を雲間から鑑賞することができました。
　日本人は飛鳥、天平の古より風雅を楽しみ、
詩歌をたしなむ民族といわれてきました。風に
揺らぐススキの穂に白い団子、何故か月は黄色
味を帯びた一幅の画が幼き頃より頭に浮かび、
秋の深まりとともに思い起こされてきました。
　一寸気になって「中秋の月」について調べて
みました。実は中秋の名月とは満月じゃないこ
との方が多いとのこと、月の満ち欠けの周期と
旧暦が一致しない所以とのこと。

《中秋》と《仲秋》の表現は？
　また、序と言っては何ですが、「中秋」と「仲秋」
の文字についても双方とも記憶にあり、これは
どちらが正しい表現なのかも気になり調べてみ
ました。旧暦では�～�月を秋として、�月が初秋、
� 月を仲秋、� 月を晩秋としており、� 月全体を
仲秋と呼び、� 月の真中にあたる � 月 �� 日のみ
が「中秋」を指すとのこと。秋の真中に見るこ
とができる満月という意味から「中秋の名月」
が正しいとされているとのこと。「お月見」は、
もともと秋の収穫を祝う行事とされ、収穫でき
た米や豆を粉にして団子状にし、月に供えた風
習が今に伝えられてきたといわれます。
　地域によっては収穫したサトイモを供え、中
秋の名月は「芋名月」とも呼び、飾られるスス
キは神が宿るとされ魔よけの力があると信じら
れてきたとのこと。
　今も毎年各地で名月の鑑賞会が開かれ、小生
の取材先の木曽地域にも木曽八景の一つ、南木
曽町与川の古典庵跡にて「秋の観月会」が開催
されてきました。
　今夏の九州北部や東北、北海道の大雨による
被害の復興を念じつつも、近年のデジタル化の
中にあって、ゆったりと月を愛でるゆとりの時
をもってみたいものです。

過激な《インスタ映え》写真
　“あってはならない危険行為！”

　インスタ映えとは、SNS（ソーシャルネットワー
キングサービス）の Instagramへの投稿写真の見栄
えの良いことをいう造語とのことだが、絶景ポイ
ントなどでの危険な撮影写真が顰蹙をかっている。
　写真共有サービス SNS の「Instagram」にアッ
プロードして、公開した際にひときわ見栄えの良
いという観点から「インスタグラム」を念頭にお
いた考えのもとに表現されるようである。
　もともと写真家や写真愛好家の間では、他人よ
りも素晴らしい写真を撮りたい、フォトジェニック
な表現をしたいとの思いが強い面があり、写真撮
影地の選択やアングル、時間帯などに対する努力
がなされてきた。現実にその努力の下に素晴らし
い作品が撮られ、発表されてきた事実があります。
　しかし、ここで問題になっている「インスタ映え」
写真とは、危険な崖に踏み込んだり、瀬戸内海の
島への海峡に係る大橋の上などで、車から降り、
自動車道などで記念写真を撮影してアップするこ
とによって、「どうだ、自分達以外には撮れない写
真だろう」と自慢をしたいとの思いからの投稿な
のだ。　事実、写真を撮っている真横を車が孟ス
ピードで通り過ぎてゆく。一歩間違えば大事故に
なりかねない危険行為である。
　また、伊豆城ケ崎の海に突き出た岩場などで、
危険防止柵を乗り越え、まさに断崖絶壁に乗り出
すような記念写真、他人よりもさらに危険な状況
で撮った写真が自慢になり、益々エスカレートし
て危険度が増大。
　写真の楽しみ方は千差万別、それぞれの個性が
あって良いには違いないが、危険行為が現実に事
故になっては元も子もない。これが世界的に流行
の兆しがあるとのこと、現に戒めなければならな
い行為でしょう！

「今、あなたが求められている。あなたの
　組織を、みんなの組織にするために！」
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韓国唯一の跳開橋。片側 � 車線の大きな橋がせりあがる様は迫力満点。毎日 � 回決まった時刻に開く街の名物。
（撮影：中村健太　撮影地：韓国 釜山 影島大橋）

休暇村日帰り講座～奥武蔵 ........................５P
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　旅写がうたう「旅を愛し、平和を愛する写真家集団」の通り、
旅を楽しむためには平和は欠かせない。今回、韓国釜山に寄航す
るクルーズ船に乗ったが、出発前北朝鮮問題から心配をいただく
こともあった。実際には旅中全く不安に感じることはないのだが、
やはり集客にも影響が出ているという話も耳にする。欧米等でも
一般人・観光客が被害にあうテロが多く発生している。これから
も旅を楽しめる世の中であって欲しいと願ってやまない。

掲載される号は不定期になります
が、会員の皆さんから寄せられた

「旅の写真」をご紹介します。
簡単なエピソードを添えて広報ま
でお送り下さい。
tabisyakouhou@yahoo.co.jp 
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新入会員のご紹介
正会員
No.����   泊 和幸       北海道天塩郡遠別町
No.����   龍石堂 淳   東京都江東区新砂
会員
 No.����   石原 雅延   愛知県江南市般若町南山
 No.����   石原 昌子   愛知県江南市般若町南山
 No.����   鷲見 勉       名古屋市千種区月見坂町
 No.����   宗吉 洋介   三重県鈴鹿市大池
 No.����   山口 春江   名古屋市瑞穂区春山町

理事会のお知らせ
�� 月理事会
１１月    ８日（水）　１２：００～１５：００
�� 月理事会
１２月１１日（月）　１２：００～１５：００
会場は共に日本写真文化協会３Ｆ会議室　

事務局からのお知らせ

＊＊＊  編集後記　広報担当理事  中村 健太  ＊＊＊

★広報委員会 HOTLINE 編集スタッフ・中村健太、サトウミキ

���� 年度の会費納入のお願い
���� 年度（���� 年��月� 日～ ���� 年 �月�� 日）
の会費納入時期になりました。会費の納入期限は、
���� 年 �� 月�日～ ���� 年 ��月 ��日までです。

年会費は下記口座へお振込みください。

口座名義：日本旅行写真家協会
銀行名称：みずほ銀行　飯田橋支店
口座番号：普通預金　�������
振込金額：正会員　��,��� 円
　　　　　　会員　��,��� 円

＊総会・懇親会会場での年会費受領はいたしません
のであらかじめご了承ください。

財務からのご案内

会員写真展紹介

「北海道と冬 ～そこに住まう者の視点～」
旅写の北海道メンバーの多くが所属し、北海道の
魅力発信と写真文化発展を目指した活動を行う、
NPO 法人北海道を発信する写真家ネットワーク
の設立 �� 周年を記念した写真展を新宿シリウス
にて開催。会期は �� 月 � 日～ �� 日。

◇ 旅写関係出展者 ◇
浅野久男、及川修、菊地晴夫、辻博希、泊和幸、中村健太、長谷川規夫

妻の勤続 �� 周年休暇と義父が就航誘致に関わっ
ていたことをきっかけに、初めてクルーズ船での
旅を経験しました。「アレはお金と時間に余裕の
ある人のもので今の自分には縁が無い」と思って
いたのですが、� 泊 � 日の超短期クルーズ（金沢
→境港→釜山→福岡）だったこともあり、移動・
ホテル・基本の食事が全て込みと考えると、全然
高くないことを思い知り、先入観で知ることすら
放棄するのは良くないと改めて肝に銘じました。
�� 周年つながりで、左記の通り所属 NPO の写真
展が、旅写総会と重なる会期で開催されます。ま
だ分不相応ではありますが、この春より私が理事
長職を拝命しており、節目の行事として成功にむ
け尽力いたしているところです。ご高覧いただく
という形で、旅写の皆様にも応援していただける
と大変うれしく、どうぞよろしくお願い致します。

2017年 11・12月号⑤

自然とのふれあい写真教室日帰り講座報告
「デジタルカメラの基本講座＆休暇村奥武蔵で撮影実習」

����年�月�日　参加者�名（男性４、女性２）　講師：川名義廣

　休暇村共済事業の試みとして、休暇村施設を利用する日帰り写真教室が企画された。気軽に参加
できる写真教室で楽しさを実感してもらう意図から、デジタルカメラ講座と実習を組み合わせ、参
加費６,９００円、最小催行人数５名と敷居を低く設定された。
　参加は６名、持参カメラは Canon:４（１名はコンデジ）、NIKON：１、SONY：１。いずれも
自然とのふれあい写真教室は初めての参加であり、今回は「倶楽部 Q」誌で認知したとのこと。
レギュラーの写真教室については、チラシも含め知らなかったと話していた。
　５時間強の間に、講義、実習撮影、作品講評と盛りだくさんの予定ではあったが、持参カメラで
の AF モードの使い分けと露出補正での実習撮影までが限界で作品講評は個人別の実施となった。
それでもアンケートでは、非常に満足と満足が各３名、宿泊写真教室の泊数は、� 泊が３名、� 泊
が２名と参加意向が強いといえる。
　日帰り教室は参加費も時間も手頃である。交通費が低く抑えられる休暇村で「デジタルカメラの
基本講座と実習撮影」教室は継続開催が期待される。
　今回は、初めての教室でもあり、休暇村共催事業推進委員会の伊東委員がボランティアで副講師
と記録写真を担当してくれた。
　
　文：川名、写真：伊東

初企画！

2017年 11・12月号④

自然とのふれあい写真教室2017　休暇村竹野海岸
2017年9月10日～12日　参加者8名　講師：立木寛彦・出澤達男

　最少催行人員 �� 名に対し、１カ月前 で �� 人の申し込みであっ
たが、休暇村竹野海岸の小森支配人と写真教室担当西口氏の尽力
により、最終の決定人数８名で催行された。
　初日は、２日目夜の漁火撮影が雨の予報のため、急遽予定を変更。
各自チェックインを済ませ一息ついた午後４時にロビーに集合。
担当の西口氏の案内で日本海の海岸風景などを２時間弱撮影、
夕食後写真レクチャーや持参作品講評。希望者で休暇村園地から漁火撮影を行った。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　夜の日本海は真っ暗だが、I SO 感度の設定やシャッタースピード、絞り
　　　　　　　　　　　　　などを細かく指導、漆黒の海上に漁火が数点 輝く幻想的な風景に、
　　　　　　　　　　　　　「こんなに暗くても撮れるんだ！」と、感嘆の声がしきりで旅の疲れも忘
                                                   れて撮影を堪能した。
　２日目は、希望者での日の出の撮影は、雲が多く期待外
れとなったが朝食後予定通りバスで「天橋立 」へ向かう。
天橋立では麓の元伊勢と呼ばれる籠神社を見学後ロープ
ウエイで見晴らし台へ上り、思い思いの「橋立」を撮影。
昼食後丹後半島の伊根湾へ到着、遊覧船に乗って湾内を回
る予定が強風で欠航。舟屋は対岸からの撮影になったが、１階が海に直結した船の倉庫、２階が住居の
独特の建物が並ぶ風景を熱心にカメラに収めた。３カ所目の「立岩」では日本海の荒々しい岩が見せる
風景を撮影中予報通りの雨が降ってきたため、早々にバスに引き上げた。最後の �� 分ほどが天候の影
響を受けたが、ほぼ予定通りの撮影に皆満足。夕食後は写真講座の続きを行い２日目の日程を終了した。
                                              　                　　� 日目は朝から雨のため、朝食後会議室に集合し � 日間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影結果をプロジェクターで投影し作品講評会を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪天候が幸いし写真講評も受けられたことに満足感が漂って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた。

文：出澤達男　写真：出澤達男・立木寛彦

2017年 11・12月号③

第 �� 回日本旅行写真家協会展

「五感の旅～日本の食」ポートレートギャラリーにて開催決定
（開催日程：���� 年６月２１日～６月２７日）

　���� 年度旅写展第 �� 回「五感の旅／日本の食」の写真展開催をポートレートギャラリーに申込
みをしておりましたが、９月 �� 日に開催決定通知を受け取りました。
　会員諸氏には、すでに出展作品制作に取り組んでおられることと思いますが、今までの参加作品
を思い出しながら、より良い、より斬新な作品をお願い致します。特に、今まで参加されていない
会員諸氏には、是非とも出展されるようお願い申し上げます。

　また、第 �� 回「五感の旅～日本の音」展は、最終巡回地である北海道・東川町文化ギャラリーに
て �� 月 �� 日（木）～ �� 日（金） に開催いたします。

（開館時間 / 午前 �� 時～午後５時 �� 分　ただし、展示最終日は午後 � 時まで）

＜ 旅写展委員会 ＞

日本旅行写真家協会　第 �� 回 定期総会・懇親会

旅写の運営を決める大事な場であるとともに、各地で活躍されている正会員・会員のみなさん、そして、

賛助会員をはじめとした関係各社の皆様と顔を合わせての交流・情報交換の貴重な機会となっています。

ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

���� 年度　第 �� 回定期総会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）
                  ＊役員（理事）は、��：�� 集合

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐白根）

懇親会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐鳳凰）

最寄り駅：　ＪＲ　中央線　市ヶ谷駅 、   地下鉄　有楽町線・南北線・新宿線　市ヶ谷駅

2017年 11・12月号②

― 秋深まり・中秋の月！ ―
絶好の撮影季節・もっと写真を撮って楽しもう！

会　長　山口勝廣
　古より中秋の名月と言われてきました。イメー
ジでは中秋の名月は満月であると、長い年月思
いこんできました。
　今年は �� 月 � 日が「中秋の月」で二日後の �
日が満月とのことで、天候不順の中、やや歪な「中
秋の月」を雲間から鑑賞することができました。
　日本人は飛鳥、天平の古より風雅を楽しみ、
詩歌をたしなむ民族といわれてきました。風に
揺らぐススキの穂に白い団子、何故か月は黄色
味を帯びた一幅の画が幼き頃より頭に浮かび、
秋の深まりとともに思い起こされてきました。
　一寸気になって「中秋の月」について調べて
みました。実は中秋の名月とは満月じゃないこ
との方が多いとのこと、月の満ち欠けの周期と
旧暦が一致しない所以とのこと。

《中秋》と《仲秋》の表現は？
　また、序と言っては何ですが、「中秋」と「仲秋」
の文字についても双方とも記憶にあり、これは
どちらが正しい表現なのかも気になり調べてみ
ました。旧暦では�～�月を秋として、�月が初秋、
� 月を仲秋、� 月を晩秋としており、� 月全体を
仲秋と呼び、� 月の真中にあたる � 月 �� 日のみ
が「中秋」を指すとのこと。秋の真中に見るこ
とができる満月という意味から「中秋の名月」
が正しいとされているとのこと。「お月見」は、
もともと秋の収穫を祝う行事とされ、収穫でき
た米や豆を粉にして団子状にし、月に供えた風
習が今に伝えられてきたといわれます。
　地域によっては収穫したサトイモを供え、中
秋の名月は「芋名月」とも呼び、飾られるスス
キは神が宿るとされ魔よけの力があると信じら
れてきたとのこと。
　今も毎年各地で名月の鑑賞会が開かれ、小生
の取材先の木曽地域にも木曽八景の一つ、南木
曽町与川の古典庵跡にて「秋の観月会」が開催
されてきました。
　今夏の九州北部や東北、北海道の大雨による
被害の復興を念じつつも、近年のデジタル化の
中にあって、ゆったりと月を愛でるゆとりの時
をもってみたいものです。

過激な《インスタ映え》写真
　“あってはならない危険行為！”

　インスタ映えとは、SNS（ソーシャルネットワー
キングサービス）の Instagramへの投稿写真の見栄
えの良いことをいう造語とのことだが、絶景ポイ
ントなどでの危険な撮影写真が顰蹙をかっている。
　写真共有サービス SNS の「Instagram」にアッ
プロードして、公開した際にひときわ見栄えの良
いという観点から「インスタグラム」を念頭にお
いた考えのもとに表現されるようである。
　もともと写真家や写真愛好家の間では、他人よ
りも素晴らしい写真を撮りたい、フォトジェニック
な表現をしたいとの思いが強い面があり、写真撮
影地の選択やアングル、時間帯などに対する努力
がなされてきた。現実にその努力の下に素晴らし
い作品が撮られ、発表されてきた事実があります。
　しかし、ここで問題になっている「インスタ映え」
写真とは、危険な崖に踏み込んだり、瀬戸内海の
島への海峡に係る大橋の上などで、車から降り、
自動車道などで記念写真を撮影してアップするこ
とによって、「どうだ、自分達以外には撮れない写
真だろう」と自慢をしたいとの思いからの投稿な
のだ。　事実、写真を撮っている真横を車が孟ス
ピードで通り過ぎてゆく。一歩間違えば大事故に
なりかねない危険行為である。
　また、伊豆城ケ崎の海に突き出た岩場などで、
危険防止柵を乗り越え、まさに断崖絶壁に乗り出
すような記念写真、他人よりもさらに危険な状況
で撮った写真が自慢になり、益々エスカレートし
て危険度が増大。
　写真の楽しみ方は千差万別、それぞれの個性が
あって良いには違いないが、危険行為が現実に事
故になっては元も子もない。これが世界的に流行
の兆しがあるとのこと、現に戒めなければならな
い行為でしょう！

「今、あなたが求められている。あなたの
　組織を、みんなの組織にするために！」

                                                                     ～　��・�� 月号 Topics　～
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韓国唯一の跳開橋。片側 � 車線の大きな橋がせりあがる様は迫力満点。毎日 � 回決まった時刻に開く街の名物。
（撮影：中村健太　撮影地：韓国 釜山 影島大橋）
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　旅写がうたう「旅を愛し、平和を愛する写真家集団」の通り、
旅を楽しむためには平和は欠かせない。今回、韓国釜山に寄航す
るクルーズ船に乗ったが、出発前北朝鮮問題から心配をいただく
こともあった。実際には旅中全く不安に感じることはないのだが、
やはり集客にも影響が出ているという話も耳にする。欧米等でも
一般人・観光客が被害にあうテロが多く発生している。これから
も旅を楽しめる世の中であって欲しいと願ってやまない。

掲載される号は不定期になります
が、会員の皆さんから寄せられた

「旅の写真」をご紹介します。
簡単なエピソードを添えて広報ま
でお送り下さい。
tabisyakouhou@yahoo.co.jp 



2017年 11・12月号⑤

自然とのふれあい写真教室日帰り講座報告
「デジタルカメラの基本講座＆休暇村奥武蔵で撮影実習」

����年�月�日　参加者�名（男性４、女性２）　講師：川名義廣

　休暇村共済事業の試みとして、休暇村施設を利用する日帰り写真教室が企画された。気軽に参加
できる写真教室で楽しさを実感してもらう意図から、デジタルカメラ講座と実習を組み合わせ、参
加費６,９００円、最小催行人数５名と敷居を低く設定された。
　参加は６名、持参カメラはCanon:４（１名はコンデジ）、NIKON：１、SONY：１。いずれも
自然とのふれあい写真教室は初めての参加であり、今回は「倶楽部Q」誌で認知したとのこと。
レギュラーの写真教室については、チラシも含め知らなかったと話していた。
　５時間強の間に、講義、実習撮影、作品講評と盛りだくさんの予定ではあったが、持参カメラで
のAFモードの使い分けと露出補正での実習撮影までが限界で作品講評は個人別の実施となった。
それでもアンケートでは、非常に満足と満足が各３名、宿泊写真教室の泊数は、�泊が３名、�泊
が２名と参加意向が強いといえる。
　日帰り教室は参加費も時間も手頃である。交通費が低く抑えられる休暇村で「デジタルカメラの
基本講座と実習撮影」教室は継続開催が期待される。
　今回は、初めての教室でもあり、休暇村共催事業推進委員会の伊東委員がボランティアで副講師
と記録写真を担当してくれた。
　
　文：川名、写真：伊東

初企画！



2017年 11・12月号⑥

新入会員のご紹介
正会員
No.����   泊 和幸       北海道天塩郡遠別町
No.����   龍石堂 淳   東京都江東区新砂
会員
 No.����   石原 雅延   愛知県江南市般若町南山
 No.����   石原 昌子   愛知県江南市般若町南山
 No.����   鷲見 勉       名古屋市千種区月見坂町
 No.����   宗吉 洋介   三重県鈴鹿市大池
 No.����   山口 春江   名古屋市瑞穂区春山町

理事会のお知らせ
�� 月理事会
１１月    ８日（水）　１２：００～１５：００
�� 月理事会
１２月１１日（月）　１２：００～１５：００
会場は共に日本写真文化協会３Ｆ会議室　

事務局からのお知らせ

＊＊＊  編集後記　広報担当理事  中村 健太  ＊＊＊

★広報委員会 HOTLINE 編集スタッフ・中村健太、サトウミキ

���� 年度の会費納入のお願い
���� 年度（���� 年��月� 日～ ���� 年 �月�� 日）
の会費納入時期になりました。会費の納入期限は、
���� 年 �� 月�日～ ���� 年 ��月 ��日までです。

年会費は下記口座へお振込みください。

口座名義：日本旅行写真家協会
銀行名称：みずほ銀行　飯田橋支店
口座番号：普通預金　�������
振込金額：正会員　��,��� 円
　　　　　　会員　��,��� 円

＊総会・懇親会会場での年会費受領はいたしません
のであらかじめご了承ください。

財務からのご案内

会員写真展紹介

「北海道と冬 ～そこに住まう者の視点～」
旅写の北海道メンバーの多くが所属し、北海道の
魅力発信と写真文化発展を目指した活動を行う、
NPO 法人北海道を発信する写真家ネットワーク
の設立 �� 周年を記念した写真展を新宿シリウス
にて開催。会期は �� 月 � 日～ �� 日。

◇ 旅写関係出展者 ◇
浅野久男、及川修、菊地晴夫、辻博希、泊和幸、中村健太、長谷川規夫

妻の勤続 �� 周年休暇と義父が就航誘致に関わっ
ていたことをきっかけに、初めてクルーズ船での
旅を経験しました。「アレはお金と時間に余裕の
ある人のもので今の自分には縁が無い」と思って
いたのですが、� 泊 � 日の超短期クルーズ（金沢
→境港→釜山→福岡）だったこともあり、移動・
ホテル・基本の食事が全て込みと考えると、全然
高くないことを思い知り、先入観で知ることすら
放棄するのは良くないと改めて肝に銘じました。
�� 周年つながりで、左記の通り所属 NPO の写真
展が、旅写総会と重なる会期で開催されます。ま
だ分不相応ではありますが、この春より私が理事
長職を拝命しており、節目の行事として成功にむ
け尽力いたしているところです。ご高覧いただく
という形で、旅写の皆様にも応援していただける
と大変うれしく、どうぞよろしくお願い致します。

2017年 11・12月号⑤

自然とのふれあい写真教室日帰り講座報告
「デジタルカメラの基本講座＆休暇村奥武蔵で撮影実習」

����年�月�日　参加者�名（男性４、女性２）　講師：川名義廣

　休暇村共済事業の試みとして、休暇村施設を利用する日帰り写真教室が企画された。気軽に参加
できる写真教室で楽しさを実感してもらう意図から、デジタルカメラ講座と実習を組み合わせ、参
加費６,９００円、最小催行人数５名と敷居を低く設定された。
　参加は６名、持参カメラは Canon:４（１名はコンデジ）、NIKON：１、SONY：１。いずれも
自然とのふれあい写真教室は初めての参加であり、今回は「倶楽部 Q」誌で認知したとのこと。
レギュラーの写真教室については、チラシも含め知らなかったと話していた。
　５時間強の間に、講義、実習撮影、作品講評と盛りだくさんの予定ではあったが、持参カメラで
の AF モードの使い分けと露出補正での実習撮影までが限界で作品講評は個人別の実施となった。
それでもアンケートでは、非常に満足と満足が各３名、宿泊写真教室の泊数は、� 泊が３名、� 泊
が２名と参加意向が強いといえる。
　日帰り教室は参加費も時間も手頃である。交通費が低く抑えられる休暇村で「デジタルカメラの
基本講座と実習撮影」教室は継続開催が期待される。
　今回は、初めての教室でもあり、休暇村共催事業推進委員会の伊東委員がボランティアで副講師
と記録写真を担当してくれた。
　
　文：川名、写真：伊東

初企画！

2017年 11・12月号④

自然とのふれあい写真教室2017　休暇村竹野海岸
2017年9月10日～12日　参加者8名　講師：立木寛彦・出澤達男

　最少催行人員 �� 名に対し、１カ月前 で �� 人の申し込みであっ
たが、休暇村竹野海岸の小森支配人と写真教室担当西口氏の尽力
により、最終の決定人数８名で催行された。
　初日は、２日目夜の漁火撮影が雨の予報のため、急遽予定を変更。
各自チェックインを済ませ一息ついた午後４時にロビーに集合。
担当の西口氏の案内で日本海の海岸風景などを２時間弱撮影、
夕食後写真レクチャーや持参作品講評。希望者で休暇村園地から漁火撮影を行った。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　夜の日本海は真っ暗だが、I SO 感度の設定やシャッタースピード、絞り
　　　　　　　　　　　　　などを細かく指導、漆黒の海上に漁火が数点 輝く幻想的な風景に、
　　　　　　　　　　　　　「こんなに暗くても撮れるんだ！」と、感嘆の声がしきりで旅の疲れも忘
                                                   れて撮影を堪能した。
　２日目は、希望者での日の出の撮影は、雲が多く期待外
れとなったが朝食後予定通りバスで「天橋立 」へ向かう。
天橋立では麓の元伊勢と呼ばれる籠神社を見学後ロープ
ウエイで見晴らし台へ上り、思い思いの「橋立」を撮影。
昼食後丹後半島の伊根湾へ到着、遊覧船に乗って湾内を回
る予定が強風で欠航。舟屋は対岸からの撮影になったが、１階が海に直結した船の倉庫、２階が住居の
独特の建物が並ぶ風景を熱心にカメラに収めた。３カ所目の「立岩」では日本海の荒々しい岩が見せる
風景を撮影中予報通りの雨が降ってきたため、早々にバスに引き上げた。最後の �� 分ほどが天候の影
響を受けたが、ほぼ予定通りの撮影に皆満足。夕食後は写真講座の続きを行い２日目の日程を終了した。
                                              　                　　� 日目は朝から雨のため、朝食後会議室に集合し � 日間の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影結果をプロジェクターで投影し作品講評会を実施した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　悪天候が幸いし写真講評も受けられたことに満足感が漂って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた。

文：出澤達男　写真：出澤達男・立木寛彦

2017年 11・12月号③

第 �� 回日本旅行写真家協会展

「五感の旅～日本の食」ポートレートギャラリーにて開催決定
（開催日程：���� 年６月２１日～６月２７日）

　���� 年度旅写展第 �� 回「五感の旅／日本の食」の写真展開催をポートレートギャラリーに申込
みをしておりましたが、９月 �� 日に開催決定通知を受け取りました。
　会員諸氏には、すでに出展作品制作に取り組んでおられることと思いますが、今までの参加作品
を思い出しながら、より良い、より斬新な作品をお願い致します。特に、今まで参加されていない
会員諸氏には、是非とも出展されるようお願い申し上げます。

　また、第 �� 回「五感の旅～日本の音」展は、最終巡回地である北海道・東川町文化ギャラリーに
て �� 月 �� 日（木）～ �� 日（金） に開催いたします。

（開館時間 / 午前 �� 時～午後５時 �� 分　ただし、展示最終日は午後 � 時まで）

＜ 旅写展委員会 ＞

日本旅行写真家協会　第 �� 回 定期総会・懇親会

旅写の運営を決める大事な場であるとともに、各地で活躍されている正会員・会員のみなさん、そして、

賛助会員をはじめとした関係各社の皆様と顔を合わせての交流・情報交換の貴重な機会となっています。

ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております。

���� 年度　第 �� 回定期総会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）
                  ＊役員（理事）は、��：�� 集合

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐白根）

懇親会
時間　��：�� ～ ��：��（��：�� 受付開始）

場所　アルカディア市ヶ谷　（会場‐鳳凰）

最寄り駅：　ＪＲ　中央線　市ヶ谷駅 、   地下鉄　有楽町線・南北線・新宿線　市ヶ谷駅
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― 秋深まり・中秋の月！ ―
絶好の撮影季節・もっと写真を撮って楽しもう！

会　長　山口勝廣
　古より中秋の名月と言われてきました。イメー
ジでは中秋の名月は満月であると、長い年月思
いこんできました。
　今年は �� 月 � 日が「中秋の月」で二日後の �
日が満月とのことで、天候不順の中、やや歪な「中
秋の月」を雲間から鑑賞することができました。
　日本人は飛鳥、天平の古より風雅を楽しみ、
詩歌をたしなむ民族といわれてきました。風に
揺らぐススキの穂に白い団子、何故か月は黄色
味を帯びた一幅の画が幼き頃より頭に浮かび、
秋の深まりとともに思い起こされてきました。
　一寸気になって「中秋の月」について調べて
みました。実は中秋の名月とは満月じゃないこ
との方が多いとのこと、月の満ち欠けの周期と
旧暦が一致しない所以とのこと。

《中秋》と《仲秋》の表現は？
　また、序と言っては何ですが、「中秋」と「仲秋」
の文字についても双方とも記憶にあり、これは
どちらが正しい表現なのかも気になり調べてみ
ました。旧暦では�～�月を秋として、�月が初秋、
� 月を仲秋、� 月を晩秋としており、� 月全体を
仲秋と呼び、� 月の真中にあたる � 月 �� 日のみ
が「中秋」を指すとのこと。秋の真中に見るこ
とができる満月という意味から「中秋の名月」
が正しいとされているとのこと。「お月見」は、
もともと秋の収穫を祝う行事とされ、収穫でき
た米や豆を粉にして団子状にし、月に供えた風
習が今に伝えられてきたといわれます。
　地域によっては収穫したサトイモを供え、中
秋の名月は「芋名月」とも呼び、飾られるスス
キは神が宿るとされ魔よけの力があると信じら
れてきたとのこと。
　今も毎年各地で名月の鑑賞会が開かれ、小生
の取材先の木曽地域にも木曽八景の一つ、南木
曽町与川の古典庵跡にて「秋の観月会」が開催
されてきました。
　今夏の九州北部や東北、北海道の大雨による
被害の復興を念じつつも、近年のデジタル化の
中にあって、ゆったりと月を愛でるゆとりの時
をもってみたいものです。

過激な《インスタ映え》写真
　“あってはならない危険行為！”

　インスタ映えとは、SNS（ソーシャルネットワー
キングサービス）の Instagramへの投稿写真の見栄
えの良いことをいう造語とのことだが、絶景ポイ
ントなどでの危険な撮影写真が顰蹙をかっている。
　写真共有サービス SNS の「Instagram」にアッ
プロードして、公開した際にひときわ見栄えの良
いという観点から「インスタグラム」を念頭にお
いた考えのもとに表現されるようである。
　もともと写真家や写真愛好家の間では、他人よ
りも素晴らしい写真を撮りたい、フォトジェニック
な表現をしたいとの思いが強い面があり、写真撮
影地の選択やアングル、時間帯などに対する努力
がなされてきた。現実にその努力の下に素晴らし
い作品が撮られ、発表されてきた事実があります。
　しかし、ここで問題になっている「インスタ映え」
写真とは、危険な崖に踏み込んだり、瀬戸内海の
島への海峡に係る大橋の上などで、車から降り、
自動車道などで記念写真を撮影してアップするこ
とによって、「どうだ、自分達以外には撮れない写
真だろう」と自慢をしたいとの思いからの投稿な
のだ。　事実、写真を撮っている真横を車が孟ス
ピードで通り過ぎてゆく。一歩間違えば大事故に
なりかねない危険行為である。
　また、伊豆城ケ崎の海に突き出た岩場などで、
危険防止柵を乗り越え、まさに断崖絶壁に乗り出
すような記念写真、他人よりもさらに危険な状況
で撮った写真が自慢になり、益々エスカレートし
て危険度が増大。
　写真の楽しみ方は千差万別、それぞれの個性が
あって良いには違いないが、危険行為が現実に事
故になっては元も子もない。これが世界的に流行
の兆しがあるとのこと、現に戒めなければならな
い行為でしょう！

「今、あなたが求められている。あなたの
　組織を、みんなの組織にするために！」
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韓国唯一の跳開橋。片側 � 車線の大きな橋がせりあがる様は迫力満点。毎日 � 回決まった時刻に開く街の名物。
（撮影：中村健太　撮影地：韓国 釜山 影島大橋）
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　旅写がうたう「旅を愛し、平和を愛する写真家集団」の通り、
旅を楽しむためには平和は欠かせない。今回、韓国釜山に寄航す
るクルーズ船に乗ったが、出発前北朝鮮問題から心配をいただく
こともあった。実際には旅中全く不安に感じることはないのだが、
やはり集客にも影響が出ているという話も耳にする。欧米等でも
一般人・観光客が被害にあうテロが多く発生している。これから
も旅を楽しめる世の中であって欲しいと願ってやまない。

掲載される号は不定期になります
が、会員の皆さんから寄せられた

「旅の写真」をご紹介します。
簡単なエピソードを添えて広報ま
でお送り下さい。
tabisyakouhou@yahoo.co.jp 
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