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速 報

ＲＰＳ国際投影イメージ写真展参加

日本支部の 林喜一会員が前回のプリント展に引き続き、オ

ープンデジタル部門で、今回も入選しました。

、 、しかも３点の入選はみごとで 支部としても大変喜ばしく

大いに励みになります （残り２点は次号で紹介致します ）。 。

ＲＰＳ本部主催の歴史ある世界的写真展に、今回は５名の

参加でしたが、グループエントリーしました。

まだ全員の詳細な結果は、届いていませんが、本部のＨＰ

の入選者リストで確認できました。

Brother and Sister
林 喜一

残念ながら、残りの参加者は、今一歩のところで入選を逃

しましたが、一部すでに詳細な結果報告が送られてきた範囲

では、入選まであと１ポイントの作品が、かなりありますの

で、前回よりは、確実に近づいていると思います。

訂正とお詫び

前号で速報をお伝えした林会員の作品は、正式な報告でス

ポンサー特別賞次点の入選買い上げだったようです。

いずれにせよ快挙には違いありませんが、訂正してお詫び

申し上げます。



写真展に入選●

この度、高木祥光会員が （財）国際、

文化カレッジ主催の「第１２回総合写

真展 （全国公募・東京都後援）に、２」

。作品が入選しましたのでご紹介します

高木祥光

ＲＰＳ本部の国際写真展には、何度

か応募しましたが、一度も入選するこ

とができず、この辺で一度他流試合を

…と、応募したものが入選しました。

① 「夏の赤富士」

「燃えるような真紅の富士を撮りた

い！」 私の念願でした。

絵画などでは、素晴らしい赤富士を

観ていますが、写真ではお目にかかっ

たことがありませんでした。

「赤富士」と称する作品は、しばし

ば目にしますが、どれも赤茶けた中途

半端なものばかりで、私のイメージと

はほど遠いものばかりです。

、 、とはいえ 赤富士は天然現象なので

撮影技術ではいかんともできません。

待つこと○年…。

「今年の夏は、富士が赤くなってい

るよ」と、山中湖村の友人に教えても

らった年の８月中旬、山中湖と忍野村

の境にある大平山の中腹に、夜明け前

、に通い詰めて３日目の午前５時５分頃

黒い雲の切れ目から顔を出したのが、

燃えるような真紅の富士山でした。

本当に感動しました。

その間わずか２分くらい…。もう少

しで、シャッターを切るのを忘れてし

まうところでした。

ハッ！として、露出計を向けると、

感度なし。

5.6シマッタ！ と思いつつ、勘でＦ

、 秒に合わせて撮りました。1/30
カメラは、ライカＭ４、レンズは、

テレエルマリート９０ 。mm F 2.8
夢中で２カット撮った内の一枚が、

この作品です。

コンピュータで着色したのではない

かと思われ、オリジナルのネガを見せ

、て納得してもらったこともあるぐらい

私の思い通りの「赤富士」でした。

② 「冬のレンズ雲富士」

、 。この作品は 偶然の産物といえます

富士山の周辺には、気候、気流の関

係で、実に様々な雲のオブジェが出現

します。

時間をかけて観察を続けていれば、

色々なチャンスがあります。

この作品は、正月３日の午後、友人

たちと山中湖の湖畔で話をしていると

きに、たまたま出現した雲をあわてて

撮ったものです。

この２～３分後には、すっかり形が

崩れてしまいました。

カメラは、コンタックス・アリア、

レンズは、プラナー５０ｍｍ 。露F1.4
出は、 、 秒です。F11 1/100

（ ） （ ）１０月１６日 木 午後～３０日 木

まで、上野の東京都美術館に展示され

ますので、ご高覧下されば幸いです。

（ただし、２０日は休館）

■新入会員の紹介

（しげきよ たつろう）重清 達郎

東京都在住

写真暦：約 年5
活動内容：

仕事上 詩吟の会の写真を撮影

職業：デザイン会社

㈱サークオン代表取締役

興味のあるテーマ・分野：

イギリスの風景、伝統芸能など

特技：グライダー操縦

所属団体：日英協会終身会員



● 前号でプロフィールをご紹介した高木陽光 新会員の国際

的な活動をご紹介します。

カンボジアの子供たちへオカリナを！

高木陽光

今年の８月下旬から９月上旬にかけて、私とオカリナの門

下生グループ「アンサンブル・ブーケ」は、カンボジアの首

都プノンペンとシェムリアップの２都市で、オカリナの公演

と体験教室を行ってきました。

この公演は 在カンボジア日本大使館からの招聘を受け 日、 、「

本カンボジア友好年事業」に認定され、関係施設などのご協

力により実現したものです。

また、この事業は、カンボジアで虫歯予防教育を行ってい

る歯科医師・衛生士の団体「 カムカムクメール」とともNPO
に活動し、演奏の際に歯が大切になるオカリナの演奏を通し

て、音楽を楽しみながら、虫歯を予防するという、啓蒙活動

でもありました。

、 「 」その際 日本の楽器メーカーのひとつ ナイト・オカリナ

から、多数のプラスチック・オカリナの提供があり、３ヶ所

。の孤児院にプレゼントしてオカリナ体験教室を実施しました

プノンペンでは、日本の により、王立プノンペン大ODA
学内に建設された「カンボジア日本人材開発センター（通称

」でのコンサートを始め 「幸せの子供の家（ 」CJCC CCH） 、 ）

や 「オリガミ・スクール（邦人経営の孤児施設 」などを訪、 ）

問しました。

その活動は、カンボジアの国営テレビ でも、ニューTVK
スで大々的に取り上げられ、カンボジア全土に放映されまし

た。

また、アンコールワットで知られるシェムリアップでは、

日本の皇室の方々も訪問されている「スナーダイクマエ」と

いう孤児施設を訪れ、オカリナのプレゼントと演奏、オカリ

ナの体験教室を行いました。

カンボジアでオカリナは、まだほとんど知られていません

が、反響は非常に大きく、カンボジアの人たちにも、オカリ

ナは愛されていくのではないかと感じました。

国境を越えて、多くの人々の人生を豊かにしてくれる、素

晴らしいツールであるオカリナを、再度実感できた、充実し

た旅でした。

なお、素晴らしい素材を前にしながら、今回は個人的に作

品を撮る機会が無かったのが残念でした。

（編集後記）

直接写真に関した話題ではないのですが、高木祥光会員か

ら、ご子息のユニークな活動について話を伺い、原稿をお願

いしました。

あくまで写真がメインですが、今後も会員の様々な活動な

ど、幅広く、話題性のあるものは、紹介していきたいと思い

ます。

また、入賞、入選のニュースや、個展の案内、写真集の出

版など、タイムリーなものは、紹介していきますので、ぜひ

情報をお寄せ下さい。 （川村）

写真：上から アンコールワット遺跡での演奏

ＣＪＣＣセンターでのコンサート

ＣＣＨ（孤児施設）での記念撮影

同施設でのオカリナ教室



英国最新リポート②：

本村 政治

弟の今回のテーマが「海」と「ヨット」なので、ロンドン

から南端のワイキ島へも渡る。この島はヨットレースの「ア

メリカン・カップ」で有名である （ ）。 写真①

可成りの雨の中フェリーで上陸。街を散策する。ヨットレ

ースの写真や、ヨットの修理工場、ヨットハーバー、ヨット

クラブなどが目につく。日帰りでロンドンへ戻る。

翌朝、コッツウオルズへ向かう。汽車でオックスフォード

。 、へ 大学の街とはいえ所々に古城の跡を残した古い町並みに

シャッターを押し続けた。 時オックスフォード駅で予約し13
、 。ていたハイヤーと落ち合い コッツウオルズの村々を訪ねた

途中クリケットの試合にも巡り会い撮影、少年達のクリケ

ット練習も見ることが出来た。

ウッドストックのチャーチルの生家を訪ねた時にはその広

大な敷地と建物に驚かされた （ ）。 写真②

運転手さんの話によると、この地方はローマ時代からバー

、スを起点にイングランドの北に向かうローマン・ロードあり

羊と羊毛で栄えたとのこと。

「 」 、「 」コッツウオルズの コット は羊小屋を意味し ウオルズ

は丘を意味して、今でもなだらかな丘陵地帯では羊の群れを

見ることが出来る。 世紀になるとこの地域は、ヨーロッパ14
最大の羊毛産地となった （ ）。 写真③

残念ながら 世紀の英国の産業革命の近代化に乗り遅れ、19
急激に衰退し、世界の羊毛産地はオーストラリア、アフリカ

に奪われてしまった。

コッツウオルズはローマの勢力が衰えると、アングロ人、

サクソン人がヨーロッパ本土から移住し、マーケットなどの

市が立ち コッツウオルズの北部の街の チ、 （Chipping Campdem
ッピング・カムデン）は「市場」の語源ともなっている。

この市場は 世紀頃から羊毛の取引で栄えた。昔、羊が行13
き来した「シープ・ストリート」には現在でも藁葺き屋根、

蜂蜜色のライム・ストーンの石造りの家々が並んでいる。そ

の村々を巡る。何百年も続いている街並みに、ほのぼのとし

た時間をもつことができた。

「 」「 」 、この地域の特徴は 石造りの家 昔のままの家 共通点は

町中を小川が流れていることだ。この風情は数百年間変わら

ないのだろう。近代化された東京に住んでいる現在、幼い頃

の田舎の風景と重なるものがあった （ ）。 写真④

ロンドンでは幸運にもクリケットの本拠地ローズ競技場を

見学することが出来た （ ） 〈完〉。 写真⑤

写真左：バッキンガム宮殿の衛兵

写真下：上から①②③④⑤


