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元気な女性写真家が急増中
大竹 今日は︑写真をはじめ版画や
俳句︑詩をつくり︑インタビュアー
としても活躍している才媛でいらっ
しゃる三輪映子さんと須賀一会員を
ゲストにお招きしました︒
三輪 私はどちらかというと執筆す
るほうが多くて︑話すことは苦手な
んですが︑よろしくお願いします︒
大竹 今︑社会のあらゆる方面で女
性の活躍はめざましいですね︒写真
界もプロのフォトグラファーとして
活躍している女性が大勢いますし︑
アマチュアの写真人口でも半数近く
が女性だということを聞くとビック
リです︒もう 年前になりますが︑
林忠彦君︑秋山庄太郎君︑早田雄二
君と私の四人で二科会写真部を創立
した頃は︑写真の世界はほとんど男
ばっかりでしたからね︒
三輪 二科会写真部は半世紀以上も
過ぎたわけですが︑今の写真団体に
成長すると想像されましたか︒
大竹 考えられないよ︒みんなお金
はないし︑何年も経たないうちに雲
散霧消しちゃうんじゃないかと思っ
てましたね︒あの頃は︑四人とも写
真の話はちっともしないで︑酒ばか
り飲んでいた︒そういう元気な時代
がありましたよ︒
三輪 今では女性会員も多くなって
いますね︒
須賀 会員・会友も多くいますが︑
とにかく最近︑一般公募に女性が急
増していますね︒
三 輪 私︑
﹃ ペンタックスファミ
リー﹄誌で﹁ミスターペンタックス﹂
という連載の取材をずっと担当させ
てもらっているんですが︑最近その

写真家、一般社団法人二科会写真部創立会員・理事長

撮影／有沢鮎美

近年、写真界ではプロ・アマを限らず女性が目覚ましい活躍ぶ
りで、新たな写真の流れを予感させます。
そうした写真に熱心な
女性たちの話題を取り上げての四方山話に花が咲きました。

中にも女性がよく登場するようにな
りました︒子育てを終えてから写真
を始めたという方が結構いるんです
ね︒子育てが終わった頃︑何ができ
るかと考えると︑たとえば楽器を
習ってもある程度のレベルに達する
のは難しい︒その点︑カメラだった
らそれが可能で︑年齢を問わず十分
に満足感が得られるんですね︒
須賀 確かに女性は皆さん元気です
ね︒
写真に熱心だし︑
バイタリティー
がありますよ︒実際に公募作品でも
いい写真が多くなっています︒
三輪 やはり時代の流れといいます
か︑女性の意識とか︑生活環境の変
化が女性を写真に向かわせていると
言えますね︒これはとても素晴らし
いことです︒

男と女の写真への関わり方
大竹 男と女では︑写真の入り方が
違う︒男はカメラのメカに興味を
持って写真を始める人が多いんだけ
ど︑女性はメカにほとんど関心がな
い︒初めから写真を撮ることに専念
するんだね︒

一人で行って写真を撮っている︑元
気な女性がいらっしゃいますね︒
須賀 小柄な女性が︑大きなレンズ
をカメラに付けて︑重い三脚を担い
で行くんですね︒
三輪 女性の写真への進出という意
味では︑大竹スタジオは早くから女
性アシスタントがいて︑今も活躍さ
れてますね︒
大竹 どういうわけか︑女性のほう
が案外長続きしたんですね︒
三輪 男性に厳しかったということ
はあるんですか︒
大竹 そんなことないですよ︒
ただ︑
どうしても女性のほうが細かい気遣
はしますね︒
母性愛みたいなもので︑
これは本能だと思う︒
三輪 先生が母性愛をくすぐったか
らでしょう︒
大竹 くすぐったかなあ︒女性のほ
うが撮った写真を平気で持ってき
た︒男は自分の作品を撮ってもなか
なか見せない︒
三輪 男性はいろいろ言われたくな
いんですね︑きっと︒
大竹 言われたくないの︒男はメン
ツがあるんだね︒女性はもっと刹那
主義なんですね︒それもまたいいん
ですよ︒
自分に利益になると思えば︑
真似でも何でもやって吸収する︒

女性に求められる
これからの写真活動
三輪 女性の場合は︑どちらかとい
うと主婦としての生活が中心にあっ
て写真を楽しんでいる人と︑日常の
生活は全部放り出してまで︑海外へ
行っちゃう人の タイプに分かれる
ようです︒全部放り出して︑本当に
写真にのめり込めるという人の情熱

ター以前の話はあまり取り上げてい
ないね︒
三輪 写真を撮る女性が多くなった
のは︑デジタルカメラの普及にも一
因がありますね︒簡単に使えて良く
写るから︑
趣味としても入りやすい︒
カメラの機能をそれほど理解しなく
ても︑ある程度満足できる写真がで
きるので︑どんどん面白くなってゆ
くんですね︒
須賀 男はカメラの最新機能を使い
こなそうとするから︑どうしてもメ
カへの関心が高い︒
大竹 以前︑女性があまり写真に興
味を示さなかったのは︑カメラの操
作とかピント合わせや露出も全て手
動だったので︑写真を撮ること自体
が難しかった︒
三輪 それと経済力ですね︒女性が
小遣いを持てなかった︒今は自分の
小遣いを自由に使える女性が増えま
した︒それから家庭内での自由度も
大きくなった︒
大竹 家事も便利になって︑三種の
神器というか︑便利な物がいっぱい
できて︑時間の余裕もできた︒それ
と夫婦で写真を楽しむとか︑夫の考
え方も変わってきたんですよ︒
三輪 女性の意識の変化も大きいと
思います︒写真に限らず︑今まで自
分には無理だと思いこんでいたこと
が︑やろうと思えばできるように
なって︑抑えていたものが行動力に
出ていると思います︒

大竹 最近は既に発表された作品を
模倣した︑どこかでみたような写真
がいっぱいある︒だけど女性たちは
同じような写真を撮ることで︑写真

女性が撮る写真の傾向

三輪 女性は生け花とか俳句とか︑
自分の気持ちを率直に表に出して表
現することが好きだから︑写真も感
性先行で撮るんでしょうか︒男はメ
カから入ってくるから︑なかなか感
性が育たないのかな︒
大竹 絵でも写真でも︑それぞれの
難しさが︑また面白さに変わってゆ
くんですね︒写真は簡単じゃない︒
本当は難しく︑奥が深いんです︒案
外に低い山のように見えて︑登って
みるとなかなか山頂まで到達しない︒
三輪 写真は富士山のように裾野が
広いということですね︒
大竹 その通りで︑写真もその裾野
が大事なんですよ︒
三輪 写真を楽しみながら基礎も
ちゃんと勉強することですね︒
大竹 今の傾向を見ると︑裾野は省
略して︑すぐ登りに入ろうとする︒
シャッターボタンを押せば写真が撮
れると思ってしまう︒それでは写真
の本当の魅力はなかなかわからない
ですね︒
三輪 そういった傾向は︑どちらか
というと女性に多いんでしょうか︒
大竹 最近は写真雑誌も︑シャッ

写真家とコラボレートによる詩集４冊。インタビュー、
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つくりますね︒
須賀 女性の感性でしか撮れない写
真はありますね︒
三輪 確かに二科展も︑昔よりいわ
ゆる二科調が減った感じがします︒
素直なスナップが増えましたね︒女
性がどんどん新風を吹き込むといい
ですね︒
大竹 そうですね︒写真は決めつけ
たり︑押しつけてもダメ︒自由闊達
にやんなさいと言う以外にないね︒
三輪 クオリティの高い人生を持続
するために︑写真って素晴らしい
じゃないですか︒女性はどうしても
主婦との兼ね合いがあると思うんで
すけど︑生活も大事にしながら自分
の表現の世界をしっかり持ってほし
いと思います︒
大竹 これから女性が伸びていくた
めに︑二科展でも女性を大いに認め
るようにならないといけませんね︒
女性の皆さんも︑これからの日本の
写真文化は女性が担ってゆくんだと
いう気概をもって︑ますます元気に
活躍してほしいですね︒写真は健康
と美貌のためにもいいですから︑大
いに期待しています︒

三輪映子さん

は︑半端じゃないですね︒その一方
で︑ちゃんと主婦のスタンスを守り
ながら︑その中で良い仕事をコツコ
ツしている方もいらっしゃる︒
須賀 おしどり夫婦もいますけど
ね︒夫婦で写真をやっていると︑奥
さんのほうが早く上達するんだね︒
三輪 ペンタックスの会員さんで
も︑ご主人は徹底的に作った写真が
上手く︑奥さんはふわっとしたス
ナップが上手いというご夫婦がい
らっしゃいます︒
大竹 そういったカップルは︑もっ
と多くなるんじゃないですかね︒男
は昔から理屈で写真を作るけど︑女
性は感覚で撮るから︑夫婦の違いが
出ていいんじゃあないですか︒
三輪 右脳と左脳の違いかなあ︒私
の知り合いで︑切り花だけ撮ってい
る方もいます︒
大竹 そういう一つの被写体に集中
して撮っていると︑写真の表現は
段々と高まっていくね︒
三輪 その方は︑ライティングをよ
く勉強されていて︑光の扱いが上手
いです︒黒バックの中にお花が浮い
ているとか︑とても現代的な写真を
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伝わってしまうんですよ︒
三輪 先生のスナップは人に気付か
れないように撮るんですが︑女性は
相手と対話しながら撮るスナップで
すね︒それは年配の女性の独壇場
じゃあないですか︒
大竹 何年かして︑自分の撮った写
真を見て面白いなと思うのは︑やっ
ぱりスナップ写真ですよ︒人間とい
うのは︑いかに面白い動物かという
ことがわかります︒ただ今は︑肖像
権が云々ということで︑いろいろ規
制というか︑そういった風潮はあり
ますけどね︒
三輪 私がインタビューした女性た
ちは︑撮影を断られたことがないっ
て言うんですよ︒
大竹 そういった点︑女性の応募者
が増えたことで︑二科会写真部の作
品も徐々に変わって来てはいるね︒
昔のいわゆる二科調と言われた花鳥
風月調の写真が少なくなって︑ス
ナップとか新鮮味のある作品が出て
きたのは︑大いに結構なことだと思
います︒
三輪 二科会写真部にも︑西アフリ
カとか男の人でも行くのが恐い所に

写真家、一般社団法人二科会写真部会員（東京支部）

須賀 一会員

大竹省二理事長

／ 須賀 一
三輪映子
を勉強しているんですね︒
三輪 傾向と対策はどこの世界でも
ありますね︒最初は真似も必要です
よね︑勉強のためには︒
須賀 絵の世界は模写から始まりま
すからね︒
三輪 女性の写真の傾向としては︑
スナップに強いということは言えま
すね︒これには男性は敵わない︒ま
ず︑年配であること︑女であること︑
そうすると相手が警戒しないんです
よ︒相手に話しかけて撮るスナップ
に関しては︑年配の女性がダントツ
に強い︒
大竹 確かにそうでしょうね︒
三輪 でも以前︑大竹先生と浅草の
朝顔市に行ったことありますよね︒
あの時︑先生が真っ赤なシャツを着
ていらっしゃったのに︑見事に気配
を消して撮影されていた︒先生は忍
者かと思いました︒
大竹 写真を撮るときも間というの
が大事なんだね︒相手にこちらの気
配を感じさせないような間合いをは
かってシャッターをきる︒撮る側が
緊張しないことですね︒こちらが緊
張していると︑その緊張感が相手に
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今、写真は女性の時代へ

大竹省二
の
REAL
写真談義
会員

さん
ゲスト

六角宥子

﹁ 絆﹂

女性会員
セレクション

女性会員
セレクション

会員
︵福島支部︶

中 年を過 ぎてから写 真と関わるよ
うになり︑
最初は花や風景の撮影を楽
しむことから始め︑そこに人間をから
ませることによって写真表現の面白さ
と奥 深さを 知 り ました︒あれから

お節介をやかせていただきました︒

やはり 炬 燵で昼 寝が一番 と︑いらぬ

ました︒

店 番には少々不 向 き ﹂とお見 受 けし

倒されました︒故に︑﹁猫さんあなたは

余りある貫禄と︑その太々しさに圧

月︑
とある山里での一シーンです︒

家の主？とおぼしきメタボ猫︒昨年

言い出しそ うな存 在 感たっぷり︒この

〝矢でも鉄砲でも持ってこい〟とでも

掲載作品も︑
私の思い込みの一枚です︒

〝この道を戻る気はなし彼岸花〟

か︑
終生の課題です︒

喜怒哀楽の感情を如何に表現する

ない私だけの宝物です︒

みこんでいる作品は︑捨てることのでき

であっても︑自 身の思いとか苦 労がし

作？より︑たとえひとりよがりの駄作

が刻まれています︒まぐれ当たりの秀

一枚一枚の作品には︑私だけの思い出

とを幸せに思っています︒

余年︑
今も現役で写真活動ができるこ
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岡部さち子 会員

（群馬支部）

「店番」

写真サロン
写真サロン

女性会員
セレクション

女性会員
セレクション

カメラを持って出かけると︑
いろいろ
な出合いがあります︒写真を撮ること
で自 然への関 心 も 高 くなり︑雨が降っ
たら緑が美しいだろうといそいそ出か
光 を 浴びに出かけ ま す︒そして何よ

けて行き︑満月の夜にわくわくして月
りも人との出会いは最高です︒
私の撮影エリアに︑
平尾台というカル
スト台 地があ りま す︒訪れるたびに︑
自 然の不 思 議 な 力に感 動 を 覚 え ま
す︒長い時間をかけ︑風雨が大きな岩
の彫刻を創り上げています︒そうした
岩との出合いを求めて出かけます︒岩
かせてシャッターを押します︒楽しいで

に名前を付け︑
挨拶しながら心ときめ
すよ︒
四季折々の花にも出合えます︒する
と野の花の名 前 を 知 りたくなるので
す︒好奇心いっぱい︑まだまだ撮り続け
ます︒その先の頂きを目指して︒

初めてカメラを手にして子供の成長
記録や旅先での写真を撮っていました
が︑あ ま りのピンボケ写 真に辟 易 し︑
写 真 講 座 を 受 講したのが︑本 格 的な
写真との出合いでした︒そして県展や
作 家 協 会 展 などを 経て︑厚 顔にも二
回

回展とな

科 展に挑 戦︑初 入 選したのが第
展です︒以来︑二科展も第

23
り︑ 年間の長いお付き合いとなりま
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い喜びと感謝をしています︒

との素晴らしい出会いができ︑
この上な

写真を通して国内外で︑多くの人々

ラ片手に旅を続けています︒

映像に残したい︑という強い思いでカメ

行 く 地 球の宝 物 ﹂を 私なりの感 性で

いことも あ り ま す︒けれども︑
﹁消え

に遭遇し︑
撮影を楽しむ旅とはほど遠

た国で政情不安などさまざまな状況

取 材で旅 を 続 けており ま すが︑訪れ

慣とか奇習︑世界遺産などです︒その

私の写 真のテーマは︑人々の生 活 習

い時代の変化に右往左往です︒

オート︑そしてデジカメと︑目まぐるし

した︒その間︑カメラもマニュアルから

35

（福岡支部）

徳永美奈子 会員
「二人」
（兵庫支部）

三澤和子 会員
「写真回顧録」
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写真サロン
写真サロン

村上則子

﹁若者達﹂

会員
︵静岡支部︶

代の撮影に熱中していた頃︑

﹁ 若いって素 晴 しい！﹂︒そ う 思いなが
撮 影に熱 中している年 上の写 友たち

ら︑ふと周 囲を見ると︑目を輝かせて

まだ
たことがあり︑
その言葉は長い間︑
私の

﹁若いというのは素晴らしい﹂と言われ

ながら︑ふとその言葉を思い出しまし

をして遊んでいる少 年たち を 撮 影し

ある日︑港で思い切りよく飛び込み

ちょっと嬉しくなって︑またカメラを構

失 な わ ない秘 訣 か も し れ ない⁝ と︑

写真に打ち込むことは︑﹁心の若さ﹂を

感動する心を忘れず︑情熱を持って

がいました︒

た︒何もかもが楽しく︑夢中になるこ
えました︒

心のどこかに残っていました︒

とができるのは若いからこそで︑
確かに

写真サロン

女性会員
セレクション

8
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陽
会員

元気に生活するために
お医者さんと上手に
付き合いたいもの

のです︒

高齢者にふさわしい医療とは

高まったものの︑健康に対する不安

ています︒ただ︑医療への要求度が

るのではなく︑全体像でとらえるこ

臓︑腎臓というように部分部分を診

むしろさっぱりとした考え方だった

いう時がきたら終わりだ﹂という︑

いつまでも考えたりしないで︑
﹁そう

を見ると︑病気のことをくよくよと

ところが︑江戸時代の文学書など

は逆に大きくなってきています︒

とが大事です︒高齢者の場合︑病気

高齢者医療に必要なのは︑胃︑心

は一つの臓器を診ただけで解決する

キイキと活動するのが︑健康で元気

いないで︑食事に気を配りながらイ

私たちも不安を抱え込んでばかり

ようです︒

生涯を通して自分の体を診てくれる
に長生きするコツといえます︒

上手にお医者さんにかかるには︑

ものではありません︒

必要です︒

かかりつけ医︵ホームドクター︶が

病気にならないための方法
ためにはどうしたらいいか︒病気予

できるだけ病院の世話にならない

かかりつけ医をもつメリット
近くに信頼できるお医者さんはい
ますか︒
防には次の 段階があります︒

も同じような年齢のお医者さんであ

つことです︒家の近くにいて︑しか

心から付き合えるかかりつけ医をも

に変えるには︑やはり友達のように

の原因にも︶
︒適度に体を使うこと

深酒は自殺行為︒肺ガンや動脈硬化

ための努力をしましょう︵タバコ︑

ど︑日常生活の中で病気にならない

１次予防 食生活に気を付けるな

健康への不安︑治療の不安を安心

れば︑なおけっこうです︒

まく利用して︑病気の早期発見に努

も大切︒

力しましょう︒気楽に受診できるか

開業医︑診療所には左記のメリッ
①見知りになり気軽に受診できるこ

トがあります︒

かりつけ医の存在も重要︒発見され

写真を楽しむためには︑まず健康

と︒信頼が深まり相談にのってく

２次予防 医療機関やドックをう

ると体の調子が悪くなったり︑病院

であることが不可欠です︒高齢にな

れます︒

以上の項目に留意し︑いつまでも

の再発を早期に発見しましょう︒

３次予防 かかりつけ医で︑病気

病院で早めに対応します︒

た場合は︑高度の医療技術を持つ大

もあります︒確かに病院にかかる回

現代人は心配性?

ます︒

③在宅ケアなどのカバーをしてくれ

者の身体に責任を持ってくれます︒

②同じ医師が︑生涯を通してその患

で治療を受けたりする不安は誰にで
数がもっとも多いのは︑高血圧や糖
尿病など慢性疾患をもつ高齢者であ
そこで健康で元気に長生きするた

ることも事実です︒

付き合うことが大切︒自分に合った

めには︑病院やお医者さんと上手に

り上げるテレビ番組が流行するなど︑ たいものです︒写真を楽しむことも

健康で写真活動に積極的に取り組み
健康維持の秘訣です︒

現代は経済力が高まり︑健康を取

日頃の健康管理を相談しながら納得
医学的な知識もそれなりに高くなっ

信頼できるお医者さんを見つけて︑
のいく医療を受けるようにしたいも

× 300 ミリ・定価 ︑
990 円︒
TEL 058 263 7901

問合せ先 堀江柾夫

﹁パラオ・ペリュリウ島 光と影﹂
会場 ギャラリー・アートグラフ

大阪支部・青木君夫会員が︑1978 年以降

青木君夫写真集﹃心触風景﹄
年間に撮りためた写真集︒独自独歩のモノクロ

米山悦朗写真展﹁伊那谷に生きる﹂
会期 2009 年 月 日㈭〜 日㈬

東京支部・米山悦朗支部員の個展︒

会期 2009 年 月 日㈪〜 日㈯

会員・会友・支部員情報
愛媛支部・一色龍太郎会員が沖縄の夏の原風景

一色龍太郎写真展﹁太陽の沖縄﹂
や素朴な生活などを捉えた写真展を開催する︒
会期 2010 年 月 日㈬〜 日㈪
会場 ペンタックスフォーラム

写真 174 点を収載︒
280 × 250 ミリ︒

大阪支部・小原英治会友が︑良き時代のアフリ

小原英治写真集﹃アフリカ紀行﹄
カを 数回にわたって撮影した写真集︒

問合せ先 小原英治

月 発 行・ 並 製 本・ サ イ ズ 250

TEL 06 6202 5282

× 260 ミリ・カラー︒

2009 年

神奈川支部・浜口タカシ会員の個展︒横浜開港

神 奈 川 支 部・ 浜 口 タ カ シ 会 員 が︑ 横 浜 開 港

浜口タカシ写真集﹃ 横浜開港 150
周年記念﹄
150 周年を記念した展覧会の開催と同時に写
2009 年

︑
000 円︒

日 発 行・ 並 製 本・ サ イ ズ

堀江柾夫写真集﹃海と里の記憶﹄

月 発 行・ 上 製 本・ サ イ ズ 230

月

石原正道写真展

真集を出版︒

信越・北陸地区会員会友の合同写真展を併催︒

240 × 245 ミリ・オールモノクロ・定価
せて出版した写真集︒島根から青森下北半島の

岐阜支部・堀江柾夫会員が同名の写真展に合わ

出版情報

会場 横浜みなと町ギャラリー

会期 2009 年 月 日㈫〜 日㈫

150 周年を記念して開催︒

浜口タカシ写真展﹁ 横浜開港 150
周年記念 横浜 100 年〜 150 年
の記録﹂

会場 ペンタックスフォーラム

月 下 旬 発 行・ 上 製 本・ サ イ ズ
問合せ先 光芸クラブ事務局︵前田一朗︶

会場 アイデムフォトギャラリー﹁シリウス﹂

TEL・FAX 06 6978 7781

展示した︒
会期 2009 年 月 日㈫〜 日㈰
会場 JCIIフォトサロン

丹羽正仁写真展﹁しらさぎ讃歌﹂
愛知支部・丹羽正仁会員が個展を 会場で開催︒
会期 2009 年 月 日㈭〜 日㈬
会場 HCLフォトギャラリー新宿御苑

会期 2009 年 月 日㈫〜 日㈰
会場 愛知県美術館 8Fギャラリー・J室

会期 2009 年 月 日㈯〜 日㈮
会場 HCLフォトギャラリー名古屋

2009 年

誰の心にも懐かしさを喚起する﹁記憶﹂として

堀江柾夫写真展﹁海と里の記憶 ︱ 日
本海沿岸と山里の暮らし﹂
表現したモノクロ作品約 点で構成︒

大橋治三作品展﹁往時茫茫︵おうじぼ
うぼう︶はるかなるけしき ︱ おおさ
か﹂
1940 年 代 か ら 1950 年 代 に か け て︑自

会期 2009 年 月 日㈬〜 日㈪

埼 玉 支 部・ 大 橋 治 三 会 員 が 個 展 を 開 催 し た︒

会場 長岡市立美術センター

身のふるさとである戦後の大阪をリアリス

会場 りゅーとぴあ
︵新潟支部長・橋本浩市会友︶

東北地区第 回公募展
︵青森支部担当︶

会期 2009 年 月 日㈭〜 日㈰
会場 八戸市美術館

第 回愛知支部写真公募展

ティックに切りとった︑モノクロ作品約 点を

会期 2009 年 月 日㈬〜 日㈪

会期 2009 年 月 日㈫〜 日㈰

新潟支部員展

︵長野支部長・宮阪克人会員︶

会場 茅野市民館市民ギャラリー

会期 2009 年 月 日㈬〜 日㈰

長野支部公募展

︵福岡支部長・徳永美奈子会員︶

会場 福岡市美術館

会期 2009 年 月 日㈫〜 日㈪

九州・沖縄地区公募展

︵福岡支部・医師︶

健康で長く写真を楽しむ
中山

支部展情報
会期 2010 年 月中旬予定

第 回神奈川支部公募展
会場 横浜市民ギャラリー
︵神奈川支部長・西村建子会員︶

第 回大分支部公募展
会期 2010 年 月 日㈫〜 日㈰
会場 大分県立芸術会館
大分県内在住者対象の公募展︒2010 年 月
日㈯に公開審査を実施︒大分支部員展を併催

︵愛知支部長・青山昌弘会員︶

3

東京支部・石原正道会友が個展を 会場で開催︒

第 回富山支部公募展

50

漁村を撮り続けたモノクロ写真︒
2009 年

TEL 045 261 2978

問合せ先 浜口タカシ

2

︵大分支部長・森秀輔会員︶

8

6

6

9

4

6

する︒

会期 2010 年 月 日㈮〜 日㈰

10

18

10

会期 2009 年 月 日㈯〜 日㈫

﹁西アメリカ ︱ 古き香りの残る街を訪ねて ︱ ﹂
会期 2009 年 月 日㈮〜 日㈭

2

山口支部作品公募写真展

22

24

22

16

80

青木君夫写真集『心触風景』

会場 和木美術館

撮影データ：ペンタックスＫ20Ｄ・レンズ 12 〜 24ミリズーム・
絞りＦ22 オート（＋4 補正）

会場 富士フイルムフォトサロン／東京

28

会場 富山県民会館美術館
︵富山支部長・能島誠一会員︶

会期 2009 年 月 日㈮〜 日㈬

第 回京都支部展

5

会期 2010 年 月 日㈮〜 日㈰
会場 周南市美術博物館
会期 2010 年 月 日㈮〜 日㈰

23

2

30

浜口タカシ写真集『横浜開港 150 周年記念』

会場 宇部文化会館 1F

︵京都支部長・石田弥一会員︶

会場 エイエムエスギャラリー

会期 2009 年 月 日㈫〜 日㈰

第 回広島支部公募写真展

︵広島支部長・嘉納義治会員︶

会場 広島県立美術館県民ギャラリー

会期 2009 年 月 日㈮〜 日㈪

第 回静岡支部公募展

︵静岡支部・村上則子会員︶

会場 グランシップ 6F展示ギャラリー

小原英治写真集『アフリカ紀行』

会期 2010 年 月 日㈮〜 日㈰
︵山口支部長・宮原博美会員︶

会場 小郡文化資料館 2F

会期 2009 年 月 日㈬〜 日㈰

第 回岐阜支部展

︵岐阜支部長・近藤誠宏会員︶

会場 岐阜県美術館一般展示室

会期 2009 年 月 日㈭〜 日㈫

第 回石川支部公募展

︵石川支部長・土田貴夫会員︶

会場 金沢市ラブロ片町 7Fアートシアターい
しかわ

5

22

27

21

18

5

10
11

17

2

9

9

10

6

27

2

9

8

8

1

3

34

3

陽
撮影／中山
15

23

15

15

7

3

17

11

10

3

11

11

11

12

11

10

'09

33

32

支部ニュース
3

2

5

3

24

16

13

2

17

11

10

10

10

10

24

21

28

29

24

4

6

1

15

19

26

25

19

31

4

4

1

22

2

2

11

11

36

11

エッセイ
42

4

27

17

29

授賞式で大竹省二理事長が挨拶
第57回二科会写真部展

●都道府県別応募者および入選者数一覧

【参考】 応募者数（人） 入選者数（人）

支部員

第 回展公募に
は終わらず︑翌 日㈯の正午まで﹁一
日午後は一般と組写真の混合応募

般部門﹂の審査が続いた︒
作品を審査︒続いて﹁学生部門﹂を審

2009年度第 回二科会写真部展

過去最高の応募点数
の公募は3月1日㈰〜 7日㈯に受付
査︑入選内定作品を決定した︒
日㈰の午前中は︑混合から残った

を行い︑応募者3︑
480名から総数
17︑
263点の応募作品があった︒

写 真 部 門 ﹂は146名786点︑
﹁一

門﹂は2︑
769名12︑
552点︑
﹁組

部門を募集︒部門別応募数は﹁一般部

部門﹂
﹁組写真部門﹂
﹁学生部門﹂の3

した︒午後からは﹁組写真部門﹂の審

うやく﹁一般部門﹂の入選内定を決定

査︒さらに数回繰り返した審査で︑よ

ど内容によって ジャンルに分けて審

査︒国内風景やスナップ︑海外作品な

単写真を﹁一般部門﹂に含めて再度審

般部門﹂と﹁組写真部門﹂の混合応募
査をおこなった︒

第 回展の公募は昨年同様に﹁一般

は410名3︑
399点︑
﹁学生部門﹂
は155名526点だった︒

3日間にわたる厳正な審査の結果

選内定した︒

191作品︑
﹁学生部門﹂ 作品が入

﹁一般部門﹂848作品︑﹁組写真部門﹂

点数があったが︑今年も応募者数はほ

昨年の第 回展には過去最高の応募
ぼ横這いながら︑応募点数は昨年を
649点上回り︑過去最高だった︒

日間にわたる一次審査
第 回展の入賞作品を決める二次審

二次審査で入賞作品が決定

24

査が︑6月3日㈬に国立新美術館審査
室であった︒
二次審査は例年どおり展示用パネル
国知事会賞︑一般部門の協賛会社賞

にした作品でおこなった︒二科賞︑全

一次審査の審査員は︑審査委員長の
点︑奨励賞 点︑組写真部門の協賛会

た︒審査進行は片岡順一事務局長︒
4月 日㈮は午前 時から﹁一般部

社賞 作品︑奨励賞4作品︑学生部門
は︑学生二科賞︑協賛会社賞8点の合
計 作品の入賞作品を決定した︒

べられた1名分の応募作品の中から入
ジャンル別に分け︑審査を繰り返しな

最初に﹁一般部門﹂入選内定作品を

予定の数まで絞り込む︒結局︑1日で

3回と繰り返し審査して︑候補作品を
し︑入賞候補の作品だけ残した︒さら

絞った︒同様に﹁組写真部門﹂を審査

国立新美術館2階の写真部展示会場

写真部からは理事長の代理として高橋

まず二科賞が決定し︑次いで全国知事

には︑会員・会友作品および一般公募

に両部門で残った作品を同時に並べて

会賞が決まり︑協賛会社賞が順次選ば

の入賞・入選作品1︑
444点を展示︒

扶臣男常任理事が出席した︒

れた︒
﹁学生部門﹂も同様に決定した︒

広々とした会場に単写真は2段掛けで︑
3枚組写真は縦パネルが横一列に並び
壮観な展覧会場となった︒
ラリートークをおこない︑多数の来場

写真部展会場では9月5日㈯にギャ

二次審査の終了後︑国立新美術館の

会期中は連日多くの入場者があり︑

者を集めて片岡順一会員と丹羽正仁会

展示数の多さに圧倒されながらも作品

審査ラウンジにおいて入賞作品の講評
長島幹生︑朝日正︑飛塚英寿︑徳永善

鑑賞を楽しんでいた︒

員による作品解説があった︒

彦︑森井禎紹︑畠山俊彦︑宮崎圭介︑
淳︑丹羽正仁︑若林繁の会員 名が出
席した︒

第 回二科展が開催

第 回二科会写真部展の授賞式を9
月4日㈮午後2時から東京プリンスホ
友︑公募展入賞者・入選者および来賓・

テルでおこなった︒全国から会員・会
協賛会社の方々など約1︑
000名が
出席︒第 回展二科賞をはじめ各賞の

日㈪の

第 回二科展・第 回二科会写真部

第 回展授賞式を開催

花田英彦︑照井四郎︑六角宥子︑岡田

をおこなった︒中山陽︑高橋扶臣男︑

﹁入賞作品﹂
の講評

及ぶ二次審査が終了した︒

午後5時︑休憩を挟んで約7時間に

審査し︑数点に絞り込まれた中から︑

て1回目の粗選りで残った作品を2回︑ がら入賞候補となる作品を選び︑数を

選候補作品1点をピックアップ︒そし

門﹂の一次審査を開始︒審査方法は並

17

展が︑昨年同様に東京六本木の国立新
美術館で9月2日㈬〜 9月

11

12：青森

29

26

14

5

4

13：岩手

62

36

23

4

4

14：秋田

170

99

65

28

24

15：山形

121

81

54

24

21

16：宮城

29

47

26

7

7

17：福島

72

52

28

14

9

21：新潟

87

74

32

12

8

22：東京

73

213

34

46

16

262

122

44

32

24：千葉

35

112

29

31

19

9

25：埼玉

61

138

40

42

25

26：群馬

45

69

41

22

16

27：栃木

12

22

13

12

8

28：茨城

122

137

70

26

22

29：山梨

40

30

22

10

9

31：静岡

158

83

63

33

31

32：長野

98

67

58

21

20

33：愛知

153

184

73

58

40

34：岐阜

42

58

30

20

11

35：三重

79

98

66

37

31

36：福井

12

24

12

10

5

37：石川

73

52

44

14

14

38：富山

58

40

25

9

7

44：京都

43

81

34

15

11

45：滋賀

25

50

21

15

10

52：兵庫

62

115

49

43

26

53：奈良

35

45

20

13

9

54：和歌山

41

28

20

10

8

55：大阪

65

125

40

25

20

66：鳥取

49

32

24

19

16

67：島根

64

49

35

9

7

76：岡山

49

59

35

20

15

77：広島

239

294

167

129

90

78：山口

82

71

48

28

16

85：香川

20

34

17

9

6

86：徳島

69

61

53

32

28

87：高知

20

31

13

9

5

88：愛媛

53

60

37

15

11

92：熊本

18

48

17

19

7

93：佐賀

14

23

10

3

1

94：長崎

18

45

20

16

9

95：大分

21

38

14

10

4

96：宮崎

18

23

17

8

8

97：鹿児島

17

26

14

5

4

98：沖縄

15

13

2

1

0

99：福岡

54

188

45

76

28

12
新型インフルエンザの流行でマスクをつけて審査

11

28

大竹省二創立会員ほか会員 名が務め

部門の審査を順次おこなった︒

4月 日㈰まで3日間の日程で各公募

から国立新美術館の審査室で始まり︑

第 回展の一次審査は︑4月 日㈮
10

会期で開催︒絵画︑彫刻︑デザイン︑

※1．
(a)(b)の支部員数は、応募受付時＝ 2009 年 3 月現在
※ 2．
支部員総数は、※ 1．
及び 2009 年 11月支部員名簿による

10

57

表彰が滞りなくおこなわれた︒

0

710

写真を展示した︒

2

1,064

57

57

授賞式に続いて午後4時から同ホテ

0

1,701

12
57

16

89

12

15

14

二科展初日に4部門の代表によって

2

3,480

57

10

57

16

丹羽正仁会員による
ギャラリートーク

13

――

56

43

23：神奈川

3,142
外：外国

12

10

94

75

テープカットが1階会場入口で行われ︑ ル会場で︑盛大に懇親会をおこなった︒

※会員会友
を除く

第57回二科会写真部展
●一次審査 審査委員長に大竹省二創立会員、審査員は、
高橋扶臣男、中山陽、川本貢功、山本博之、朝日正、徳永
善彦、角尾栄治、工藤勝彦、八柳吉彦、荒井賢治、丹羽正
仁、工俊治の会員12名。進行は片岡順一事務局長、記録
撮影は今井寿雄会員。
●二次審査 審査委員長に大竹省二創立会員、審査員は中
山陽、高橋扶臣男、斉藤憲司、宗前敏光、奈良孝治、飛塚
英寿、櫻井孝一、六角宥子、須賀一、角尾栄治、岡田淳、西
村建子、大門伝弘、朝日正、坂部子一、前田孝憲、大貫亘、
流石匠、駒形隆夫、畠山俊彦、丹羽正仁、近藤誠宏、長島
幹生、工俊治、若林繁、木村晃造、安久雅人、森井禎紹、川
本武司、照井四郎、山本博之、渡里彰造、花田英彦、徳永
善彦、宮原博美、中北満雄、荒井賢治、入交貞悦、川本征
紀、小林雄治郎、古川公夫、宮崎圭介、野中正敏の会員43
名。進行は片岡順一事務局長、記録撮影は今井寿雄会員。
合計

11

57

57

57

3
(a)の内
(b)の内
（人） 県別合計 支部員の 県別合計 支部員の
(a)
(b)
応募数
入選者数
都道府県

94

158
11：北海道

総 数

都道府県番号

第57回二科会写真部展は
多くの参加者を得て
成功裏に終わる
国立新美術館の展示会場

一次審査風景
二次最終審査

2009第57回二科会写真部展レポート

掲示場所紹介のご協力をいただける方は、どなたでも事務局へご連絡くだ

第58回二科会写真部展の公募ポスターが完成しました。掲示のご協力や
さい。ポスターをお送りします。

○作品テーマ 自由

○応募点数と応募形態

ミリ×560 ミリ︶
相当︒

トのペーパーサイズは全紙
︵457

480 ミリ︑短辺成り行き︒プリン

指定のマット押さえ︑マット穴長辺

600ミリ角の木製パネルに当会

A一般部門のパネル仕様

C学生部門＝1名5︑
000円

B組写真部門＝1名20︑
000円

A一般部門＝1名10︑
000円

展示料

600 ミリ角に変わりました︒

が︑前 回 の 700 ミ リ 角 か ら

※A一般部門の展示パネルサイズ

ていただきます︒

パネルを搬入し︑展示料を納入し

②入選内定者は期日までに大伸ばし

ル制作の通知を郵送します︒

①入選内定者に限り︑大伸ばしパネ

二次審査への対応

入選した場合

限る︒点数・組数に関係なく 1

②返却料 2︑
000 円︵個人宛てに

します︒支部長宛は廃止︒

望者に限り個人宛てに有料で返却

①一般部門と組写真部門は︑返却希

応募プリントの返却について

作品を決定します︒

ばしパネルで改めて審査し︑入賞

部門には応募できません︒

学生部門に応募した場合は︑他の

限り︑資格証明が必要です︒

②学生部門は︑高校生以上の学生に

一切ありません︒

部員と一般の方を差別することは

審査において㈳二科会写真部の支

両方に応募することができます︒

も応募できます︒また︑同一人が

歳以上の方であれば︑どなたで

① A 一般部門と B 組写真部門は︑

応募資格について

プリンタなどでも可︒

インクジェットプリンタ︑レーザー

りません︒また︑プリントが銀塩︑

カメラ・デジタルカメラの制限はあ

A 〜 C 各部門ともに︑フィルム

カメラとプリントの種類

応募要項の詳細

A 一般部門 ＝18 歳以上
B 組写真部門 ＝18 歳以上
C 学生部門 ＝高校生、大学生、各種学
校生、専門学校生に限る

B組写真部門のパネル仕様

四ツ切〜A4サイズ（左図参照）

選外プリントも含め一括して 月
に発送します︒個人的な要望には
対応できません︒
ません︒

④学生部門の応募プリントは返却し

ミリのゲーターフォームパネルに指
定マット押さえ︑4辺に ミリずつ
マットを残す︒マット穴長辺400
ミリ︑短辺成り行き︒ペーパーサイ
ズは半切〜全紙相当︒上中下にレイ
アウトする写真3枚のタテ・ヨコの
組み合わせは自由です︒
C 学生部門のパネル仕様
500ミリ角の木製パネルに指定

二科会写真部会員
一般社団法人

○発表

○応募プリントの返却

がないことを確認して︑事務局から

応募作品を受領後に︑内容に不備

る書留・宅配便などを勧めます︒

を厚紙で挟み︑必ず手元に控えが残

配達途中の事故を考えて︑プリント

ます︒
直接持ち込みは受付けません︒

応募方法は︑郵送か宅配便に限り

けます︒

7日㈰
﹇消印有効﹈
まで︑無休で受付

応募は 2010 年3月1日㈪〜

応募方法と受付の日程

サイズです︒

・5センチ︶
︒これはフチを含んだ

・0〜 ・4センチ︑長辺 ・7〜

ントサイズはA4〜四ツ切︵短辺

などペーパーの質に関係なく︑プリ

銀塩印画紙・デジタルプリント用

応募サイズとフチの付け方

○審査員

A・B部門ともに1 名 2,000 円

応募には専用の応募書類が必要です。
FAX・Eメール・ハガキにて事務局へご請

表作品との類似であると審査員が判

求ください。どなたにでもお送りします。
二科会写真部のホームページからもダ
ウンロードできます。

④二次審査は︑入選内定作品の大伸

さい︒

なっていますので︑注意してくだ

合わせにより9月1日まで不可と

刻・デザイン・写真4部門の申し

通知しますが︑公表は︑絵画・彫

③審査結果は6月下旬までに本人に

時に審査します︒

応募の作品は︑AとBの作品を同

②A一般部門とB組写真部門を混合

査し︑
入選内定作品を選定します︒

は︑応募プリントを1名分ずつ審

別に審査を行います︒一次審査で

① ㈳ 二科会写真部の会員が︑部門

審査方法と結果発表について

なく応募料は無料です︒

学生部門に限り︑応募点数に関係

人で払い込んでください︒

場合でも︑応募料は︑必ず応募者個

ている会員・会友などに任せている

応募作品の発送を支部長や師事し

○返却手数料
︵事務局長 片岡順一会員︶

願います︒

ラルと責任を持って指導されるよう

さい︒特に公募規約を熟読され︑モ

選びがちにならないようにしてくだ

に以前の入賞入選作品と同じ内容を

また︑応募作品をセレクトする際

着させましょう︒

守り︑積極的にその風潮を支部に定

長・会員・会友が先導してモラルを

ことが肝要です︒指導者である支部

に類似・多重応募防止の意識を持つ

できませんが︑応募者も指導者も共

賞入選作品を全て覚えていることは

す︒勿論︑支部員や生徒の過去の入

作品のセレクトにも係わる立場で

どで生徒をそれぞれ指導され︑応募

また支部とは別に個々のサークルな

会員・会友は︑支部では支部員を︑

ないでください︒

品に対するモラルを守る姿勢を忘れ

作に責任を持ち︑二重応募や類似作

応募者は︑作品の創作者として自

応募者のモラル︑
指導者のモラル

てください︒

オリジナル作品かをもう一度確認し

類似していないか︑本当に未発表の

応募者・指導者のモラルについて
毎年︑入選内定後に﹃他のコンテ
ストの入選作品だった﹄
︑
﹃以前の二
科展入賞作品に酷似している﹄
﹃公
式発表前に入選内定作品をインター
ネット上の掲示板に公開した﹄など
の理由で︑本人からの辞退あるいは
入選内定取り消しが増え︑応募者の
﹃他のコンテスト﹄は︑県展︑他の

モラルが問題となっています︒
写真団体の公募展などが多く︑また
﹃以前の二科展﹄は︑二科会写真部
の各地区・各支部公募展︑2〜3年

断した場合は︑
入選を取り消します︒

入選内定後でも︑二重応募︑既発

前の二科会写真部展が目立ちます︒
ミリ︑短辺成り行き︒ペーパーサイ

までもオリジナリティーのある新鮮

様です︒人真似や類似でなく︑あく

ます︒組写真の1枚が該当しても同

撮ったコマ違いは︑類似作品になり

同一作者が同時期に同じ被写体を

類似作品について

ズは半切
︵355ミリ×431ミリ︶
相当︒

応募作品のオリジナルフィルム︑

オリジナル画像の管理について
パソコンなどで画像処理したオリジ

な作品を期待します︒

ナルデータは︑入選内定時すぐに大
伸ばし作業ができるよう必ず保存

作品︑支部展の図録に載った作品と

公募展・コンテストで入賞入選した

テストに応募中でないか︑他の支部

応募の際は︑その作品が他のコン

応募者への注意事項

し︑
各自で確実に管理してください︒

画像の加工について
画像の加工は自由です︒加工の有
無を応募プリントの裏に貼る応募
カードに記入︒画像は必ず応募者ご
自身で撮影したものに限ります︒

A 一般部門・B組写真部門は希望者のみ
に返却（有料）
。学生部門は返却しない

二重応募・類似作品と

応募料の払い込みについて

﹃作品受領証﹄を発送します︒

2010 年 3月1日
（月）
〜 7日
（日）
消印有効

者は7月下旬︑入賞・入選者は︑

③応募プリントの返却時期は︑選外

名単位の料金︶
︒

ください︒

繋げ合わせ︑1組ずつ袋にいれて

て︑上中下の順に3枚をテープで

A4〜四ツ切サイズにプリントし

ますので︑応募作品は1枚ずつ

テ長のパネルの中にレイアウトし

入選作品の展示は︑1組3枚をタ

限はありません︒

1組は3枚に限り︑応募組数の制

②B組写真部門

応募点数に制限はありません︒

①A一般部門・C学生部門

応募点数について

く応募されることを期待します︒

ある作品︑個性を生かした作品が多

写真を真似することなく︑新鮮味の

までの二科展入賞作品など既発表の

ジナル作品を応募してください︒今

が自由に考え︑自由に表現したオリ

テーマは﹁自由﹂です︒作者自身

﹁作品テーマ﹂
と応募作品について

A 一般部門 ＝単写真に限る。
B 組写真部門 ＝3 枚組に限る。
C 学生部門 ＝単写真に限る。
A〜C各部門ともに応募点数・応募組数は
制限なし。 AとBの混合応募は可能。
各部門ともにプリント
（カラー・モノクロ）
に限る。
電子メディア
（CD/MO等）
の応募は不可。
マット押さえ︑マット穴長辺400

6月末に応募者全員に直接通知
9月上旬にHP上で発表
29

○募集部門と応募資格

タ テ 1400 ミ リ︑ ヨ コ 500

A 一般部門 ＝1 点 2,000 円
B 組写真部門 ＝1 組
（3 枚組）
5,000 円
C 学生部門 ＝無料
25

14
15

○応募料
30 21

○応募締切（受付期間）
10

「第 58 回展」
公募規約の概要
18

○応募サイズ
50

2010 第 58 回
二科会写真部展の
公募規約が決まりました
■「第 58 回二科会写真部展」公募ポスター 掲示のお願い

ハガキ、FAX、Eメールで下記宛てにご請求ください。

コスタリカは、赤道直下にありながら、中央に山脈があり、海岸地方を除けば
一年中過ごしやすい気候です。
しかし、
現在は熱帯雨林の伐採が行われており、
■表紙のことば

「美しい鳥 ケツァール」
吉本睦子会員（東京支部）

野鳥の生息地は次々に失われています。幾世紀にわたって続けられて来た自
然の営み、
その素晴らしい自然を次の世代に残さなくてはと思います。
この美しい鳥は、
木に止まる瞬間のわずかなシャッターチャンスで、
撮影のむ
つかしさがあります。
私は自然の状態のままが好きですが、この鳥の写真は、バックがうるさかっ
たため、画像処理で鳥と木を選択し、バックをボカしてあります。デジタル写真
は、逆光など明暗コントラストの高い場合でも、暗い部分を明るくするなどして、
自然な雰囲気のままイメージした画像をつくりだすことができます。
撮影データ：キヤノン1D MarkⅢ・EF500 ミリ・絞りF8 オート
（− 0.3 補正）
・RAW・高速
連続撮影約10コマ/秒

I N F ORM AT I ON
■ 2010 年度 二科会写真部行事予定
◎春期定時会員会友総会
2月24日
（水）
東京プリンスホテル
（出席者は会員・会友）

◎役員・支部長連絡会議
2月24日
（水）
東京プリンスホテル

賞者と会員・会友推挙者一覧、会員・会
友出品目録、入選者名簿など、今年度の
二科会写真部展の記録資料としても充実
したものになっています。
2009 年 9 月 2 日 発 行・ サ イ ズ 297 ×
225ミリ・並製本・カラー 384 頁・本文
80 頁・頒布価格15,000円。会員・会友・
支 部 員・ 第 57 回 展 入 選 者 は 特 別 価 格
12,000円。
（いずれも送料実費）
購入希望者は、所定の申込書を事務局に
ご請求ください。

（出席者は役員・支部長）

河野信雄会友（大分）2008年12月31日自主退会
松島三男会友（茨城）2008年12月31日自主退会
原中秋雄会員（福岡）2009年1月3日自主退会
猪岡桂三会友（群馬）2009年1月15日逝去
江口曽川会友（愛知）2009年3月26日自主退会
佐藤たみこ会員（島根）2009年4月20日逝去

◎第 58回二科会写真部展授賞式/懇親会
9月3日
（金）
東京プリンスホテル

大脇銈司会員（岐阜）2009年9月6日逝去
鍬塚長市会友（長崎）2009年9月7日自主退会

（出席者は来賓、会員・会友・入選者および同伴者）

吹野晃会員（京都）2009年9月9日逝去
花田冨士雄会員（岡山）2009年10月22日逝去
澄田一郎会友（山口）2009年10月23日逝去

作品集バックナンバー価格および在庫表
回度
1979 年 27 回展
1980 年 28 回展
1981 年 29 回展
1982 年 30 回展
1983 年 31 回展

2002 年 50 回展
2002 年 50 年史
2003 年 51 回展

一律 3︑000 円

1985 年 33 回展
1986 年 34 回展
1987 年 35 回展
1988 年 36 回展
1989 年 37 回展
1990 年 38 回展

回度

特別価格

2009 年度第 57 回展の入賞・入選作品、
創立会員および会員・会友作品の全展示
1,444 作品をオールカラーで収載した
「第
57回展二科会写真部作品集」を発刊。
巻末には審査員による入賞作品の講評、
受賞感想、第1回展〜第 57回展までの入

田沼フサ子会友（山形）2008年12月4日自主退会
大沼重夫会友（山形）2008年12月26日自主退会

（出席者は会員・会友）

■「第 57 回展二科会写真部作品集」お
よびバックナンバーのご案内

■会員・会友情報
市原欣一会員（神奈川）2008年12月5日自主退会

◎第 58回二科会写真部展応募受付
3月1日
（月）
〜7日
（日）
消印有効
◎春季二科展
3月14日
（日）
〜24日
（水）
東京都美術館
◎第 95回二科展（写真部第 58回展）
9月1日
（水）
〜13日
（月）
国立新美術館
◎夏期定時会員会友総会
9月3日
（金）
東京プリンスホテル

■第 94 回二科展（＝第 57 回写真部展）
地方巡回展スケジュール
広島展：2010年1月5日
（火）
〜10日
（日）
広島県立美術館
鹿児島展：2010年3月12日
（金）
〜23日
（火）
鹿児島県歴史資料センター黎明館
（火）
〜11日
（日）
福岡展：2010年4月6日
福岡市立美術館
名古屋展/大阪展/京都展は終了しました。
※会場毎にスペースが違うため、すべての
作品が展示されない場合もあります。

真部では全国各支部から選抜の会員・会
友117 名の作品を展示した。

2004 年
52 回展

特別価格
一律 3,000 円

2005 年
53 回展

10,000 円
（一般13,000円）

2006 年
54 回展

10,000 円
（一般13,000円）

2007 年
55 回展

10,000 円
（一般13,000円）

2008 年
56 回展

11,000 円
（一般14,000円）

※ 20 回展〜 26 回展、32 回展、
39 回展〜 49 回展は、完売。

渋谷吉之進会員（東京）2009年11月12日逝去
豊田慶尚会友（広島）2009年11月30日自主退会
早渕英子会員（宮崎）2009年12月31日自主退会
待場みゆき会員（大阪）2009年12月31日自主退会

■編集後記
久々のREAL発行です。いま、写真界で女
性たちの様々な活躍ぶりが目を引きます。
二科会写真部展の公募部門においても女
性応募者が年々増えており、入選実績も
確実に向上しています。この第12 号では、
そうした情熱を持って日々写真に取り組
む女性写真家たちにスポットを当ててみ

■ 2009 年
「春季二科展」
を開催

ました。昨今、やや停滞気味と言われる

春季二科展が 2009 年 3 月14 日
（土）〜
24日
（火）
に東京都美術館で開催され、写

が吹きこまれることを期待します。

写真に、女性の個性と感性によって新風

