
 

 

ＲＰＳ本部がブリストルに移転 

広報部 

 

 

ＲＰＳ英国本部が

バースからブリスト

ルに移転した。2019

年 2月 12日から、

新事務所にて事業を

開始している。 

 

＜新事務所＞ 

The Royal Photographic Society,   

RPS House,  337 Paintworks,  Bath Road,  Arnos Vale.  

Bristol,  BS4  3AR, UK. 

 

 

 ブリストルは人口約 46万人の港湾都市で、エイヴォン川

の河口に位置する。かつてはヨーロッパ中の船が集まるとい

われたほどの港町で、空港もありアクセスは良い。 

新しい事務所は 4階建てで、ギャラリー、101席のオーデ

ィトリウム、エデュケーションセンターなどを併設。デジタ

ル時代にふさわしい設備内容を備えている。赤レンガに紫色

をプラスした外観からはモダンな印象を受ける。 

英国本部移

転が日本支部

社団法人化と

同時期となっ

た。これを機

に新たな気持

ちで活動に取

り組みたい。 

h t t p : / /w w w.r p s - j a p a n . or g  

NEWS LETTER 

第 38 2019/3/28 

発行所 英国王立写真協会・日本支部 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 9丁目 1番 7号 

赤坂レジデンシャル 482号 

電話：03-6721-1590 

FAX：03-6721-1593 

Email: rps-japan@nifty.com 

発行人  三宅善夫  編集人  天海由佳子 

ＲＰＳ本部の新事務所（写真はいずれも本部ＨＰより） 

 

http://www.rps-japan.org/
mailto:rps-japan@nifty.com


マイケル・プリチャード氏来日 

三宅 善夫 

 

東京都写真美術館

にて、3月 5日から

5月 6日まで「写真

の起源―英国」展が

行われる。これに合

わせて、ＲＰＳ英国

本部のマイケル・プ

リチャード氏が来日

された。 

3月 4日に、東京

都写真美術館にてレ

セプションが行われ、

日本支部からは三宅

理事長、ハービー・

山口会員が参加した。 

＊＊＊ 

プリチャード氏の来日予定は早くから決まってはいたが、

本部移転もあってなかなか時間がとれず、翌々日にはすぐに

中国に向けて出発とのこと。このレセプション会場にて、よ

うやくお会いすることができた。 

短い時間ではあったが話ははずみ、日本支部が一般社団法

人になることについて、法的実体（legal entity）に入ること

への承認と祝福があっ

た。また、自分がつけ

ていたＲＰＳＪ20周

年の記念ピンバッジを

お渡ししたところ、大

変喜んでいただいた。 

レセプションは大

変盛況で、東京都写真

美術館の三井氏によれば過去最大規模の人出だったそうであ

る。三井氏にはＲＰＳＪのパンフレットとニュースレターを

お渡しし、パンフレットを会場に置いて頂けるよう依頼した。 

プリチャード氏は、次回は 5月にライカの関係で来日予定

とのことだが、その時にはゆっくりお時間をいただけること

を期待している。 

 

支部臨時総会・理事会開催報告 

2018 年 12 月 7 日（金）、築地・つきぢ田村にて支

部臨時総会が行われた。主な内容は、①英国王立写真

協会日本支部の一般社団法人化、②ホームページシス

テムの変更の 2点である。両項目とも満場一致で承認

された。池田理事企画の長崎撮影ツアーについても説

明があった。この他、ＲＰＳ本部より、長年のボラン

ティア活動に対する感謝状とバッジが贈呈され、木了

理事、林元理事、大畠理事、渡部理事に渡された。 

＊＊＊ 

2019年 1月 28日、赤坂レジデンシャル 1階ロビー

にて支部理事会が行われた。主な内容は、①社団法人

化手続の件、②入会案内書作成の件である。入会案内

書については、社団法人化と英国本部移転に合わせて、

内部にて新規作成することとなった。また名刺につい

ても統一する方向で調整に入った。この他、新入会員

の紹介と承認があった。 

＊＊＊ 

2019年 3月 24日、赤坂レジデンシャル１階ロビー

にて支部理事会が行われた。主な内容は、社団法人化

に向けて最終的な手続の確認である。 

改めて社団法人の概略をまとめると以下のとおり

（詳細は改めて次号にて紹介予定）。 

新名称 ：一般社団法人英国王立写真協会日本支部 

移行日 ： 2019年 4月 1日 

事業年度： 4月１日～3月 31日 

設立時社員：三宅理事長、木了理事、渡部理事、 

森監事 

設立時代表理事： 三宅理事長 

組織：  理事会と監事を設置 

  

撮影：髙木陽光 

 

■2019年ＲＰＳ支部写真展予定 

日程   2019年 7月 5日(金)～11日(木) 

会場   富士フォトギャラリー銀座 

テーマ  ①Feel British ②自由 各 1点 

 提出締切 3月 31日 

オープニングパーティも予定しています。多数の参

加をお待ちしています。 

「写真の起源―英国」展チラシ 

レセプションにて 

プリチャード氏と三宅理事長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■長崎撮影ツアーのお知らせ 

 

 日本支部では、長崎での潜伏キリシタン関連世界遺産

撮影ツアーを予定しています。ご家族、ご友人も参加可

能ですので、お誘いあわせの上、ご参加下さい。 

 

   日程    2019年 5月 12日～14日 

   申込締切  4月 10日 

  

－近況報告－  

読売カルチャーメンバー 

森監事、田中氏、池田氏 
 

 森誠子監事は読売

カルチャーセンター

写真教室の講師を務

め、北千住と柏の教室

で、計約 30人を指導

されている。 

毎年教室展を行い、

2017・2018年は富士

フォトギャラリー銀座で開催された。田中雅子氏、池

田まゆみ氏はそのメンバーで、いずれも昨年 RPS 日

本支部に入会された。 

 森誠子監事はアーティスティックな写真を得意と

する。二科会展にも入選するなど、レベルの高さには

定評がある。 

RPSJ 展には毎年、

日英のペア写真を提

出している。今回の読

売展では、サンバの踊

り子と、背中の美しい

半裸の女性の写真を

披露した。 

 田中雅子会員は海外渡航経験豊富で、25ヶ国に渡航、

RPSJ 展ではキューバとポーランドの写真を披露して

いる。フットワークに根差した奥深い写真が期待され

る。 

 池田まゆみ会員は、RPSJ展ではフランスの写真と、

紅をひく舞子さんの写真を展示。なかなか撮れない機

会を捉え、“女性が撮る女性”ならではの自然な表情

が好評だった。読売教室展では祭りの写真を展示、提

灯の陰影が印象的だった。 

 森監事のきめ細やかな指導の下、ご教室の益々のご

発展をお祈り申し上げる。 

 

写真展巡り 3 

  写真展「英国ロイヤルスタイル」 

天海 由佳子 

2018 年 12 月 26 日～2019 年 1 月 3 日、横浜そごう

にて、写真展「英国ロイヤルスタイル」が行われた。“英

国王室を彩る 5人の女性の物語”という副題のついたこ

の写真展では、エリザベス女王、故ダイアナ元妃、キャ

サリン妃、メーガン妃、シャーロット王女の 5人を取り

上げ、120点の写真で紹介している。戴冠式やウェディ

ングドレス、公務でのロイヤルスタイルはもちろんのこ

と、日常生活でのさりげないニットやデニム、ブーツフ

ァッションを含めた充実したものだった。 

圧巻だったのはやはりエリザベス女王の戴冠式の写

真だ。25 歳の若い女王の誕生に国中が沸いた様子が伝

わってくる。お年を召してからの女王のカラフルな衣装

と傘や帽子の合わせ方の他、犬の散歩姿や乗馬姿など、

普段見られない写真も展示された。まだ幼いシャーロッ

ト王女が着用したドレスはすぐ売切れになるほどの人

気だそうだ。母娘のリンクコーデを楽しむキャサリン妃

のセンスの良さも抜群だ。14 年も愛用するブーツ姿の

写真もあり、一般女性にも手の届くアイテムをさりげな

く使うことでも知られるキャサリン妃に親しみを持つ

女性が多いことがよくわかる。“英国の薔薇”と呼ばれ

た故ダイアナ元妃の懐かしい写真、新しく王室に加わっ

たメーガン妃の個性あふれるファッションも多数紹介

された。 

華麗なロイヤルファッションだけでなく、個性的なプ

ライベートスタイルを通じ、それぞれの“一人の女性と

しての生き方”が伝わってきて、英国ファンにはたまら

ない写真展だった。 

 年末年始の短い期間ではあったが、何とか拝見でき

た。展示会場限定のオリジナルグッズも多数販売されて

おり、写真集の他、クリアケースやスマホカバーを購入。

先着購入者にプレゼントされた非売品の絵葉書には、エ

リザベス女王とキャサリン妃が談笑なさるお姿。お二人

は我らがRPSの総裁と名誉会員であり、RPS会員の私

にとっては意義深い貴重な一枚となった。 

作品を講評する森監事 

森誠子監事の作品 

 

教室展案内葉書 左下が池田会員の写真 



■ハービー・山口 写真展 

「Almost 50 Years」 

 20180628～0828  

      at フレームマンエキシビジョンサロン銀座 

* 

「You can trip away to wherever you want to go」 

 （山口大輝氏とのコラボ展） 

20180711～0806 

      at 中目黒・トラベラーズファクトリー 

* 

「時間（とき）のアトラス」 

20181017～1110 

      at 馬喰町・ 

Kiyoyuki Kuwabara Accounting Gallery 

20190223～0523 

at ライカギャラリー京都 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

「私が育った街、君を見つけた街」 

20190427～0609  

at  調布・調布市文化会館たづくり 

* 

「CLASH and CLICK～あのロンドンの記憶」 

20190507～0526 

at 目黒 Jam Photo Gallery 

*** 

 

■天海由佳子 写真展 

「―魅惑の国々―英国・コッツウォルズ」 

20190105～0110 

        at 富士フォトギャラリー銀座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ストラットフォード・アポン・エイヴォン 

 天海 由佳子 

 

ストラットフォード・アポン・エイヴォンは、イギリスが

誇る劇作家ウィリアム・シェイクスピア（1564～1616 年）

の生まれ故郷だ。 

エイヴォン川のほとりにあ

る街は人口約 2.5 万人とこじ

んまりしているが、チューダ

ー様式の古い木組みの家が並

び、なんとも趣がある。中に

はずいぶん斜めになってしま

った建物もある。写真のパブ

は 1594 年に建てられ、今も

営業している。並びには古い

赤レンガの建物があり、Old 

Bank の文字。こちらもまだ

現役で使われているのが驚き

だ。 

裕福な商家だったシェイクスピアの生家はそのまま保存さ

れていて、当時の暮らしぶりがうかがえる。郊外には妻アン・

ハサウェイの家がある。いくつもの窓に合わせた凹凸のある

萱葺屋根が印象的な建物で、広い庭の散策も楽しい。リンゴ

がたわわに実って

いた。彼の子供や

孫の家も見学可能

だ。川沿いにはシ

ェイクスピアが眠

るホーリー・トリ

ニティ教会があり、

今も多くの人が訪

れる。 

ロイヤル・シェイクスピア劇場は彼の作品を主な演目とし

ている。市内には他にもいくつか劇場がある。私が訪れた

2016 年はシェイクスピア没後 400 年という節目の年にあた

り、街をあげての盛大なイベントが行われていた。当日券で

はあったが、運よくリア王を観ることができた。特徴ある円

形の劇場で、

本場ならで

はの迫力あ

る演技に圧

倒された。 

ストラッ

トフォー

ド・アポ

ン・エイヴ

ォンは、何から何までシェイクスピアづくしの街だが、ゆっ

たり流れるエイヴォン川にはナローボートが行きかい、のど

かでよい所だ。次に来るときは、ナローボートのようなのん

びりした旅をしてみたいものである。 

 

個展報告・予告 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■編集後記 

4月より日本支部は一般社団法人となるため、今回が

任意団体としての最後のニュースレターになります。今

後ともどうぞよろしくお願い致します。（天海） 

ロイヤル・シェイクスピア劇場 

  撮影 天海由佳子 

パブ ギャリック・イン 

 撮影 天海由佳子 

アン・ハサウェイの家 撮影 天海由佳子 

■訂正とお詫び 

ニュースレター37号のイギリス便りで、ヘンリー王

子とメーガン妃の結婚式が「6月」となっていましたが、

正しくは「5月」でした。謹んでお詫び申し上げます。 


