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新理事長ご挨拶

写真の最先端を進みたい
豊田芳州
私は、このたび、大野隆司氏から日本支
部の理事長を引き継ぎました。大野前理事
長の就任にあたり、私は理事として協力す
るという約束をしましたが、ほとんどお役
に立てませんでした。私が後を継ぐ資格が
あるのか、はなはだ疑問です。しかし、この時期、微力を尽
くすしかないと考え、就任を受諾しました。
日本支部には、会員数、活動、財務といった課題があり、
相互に関係があります。私は、まず活動に重点を置きたいと
考えます。活動がユニークで充実してくれば、会員数も増え
てくると思います。会員が増えれば、英知も結集され活動も
いっそう活発になるでしょう。
ユニークな活動とはどのようなものでしょうか。まず日本
支部写真展で、今までの殻を破った画期的な写真展を開催す
る必要があります。プロの最先端は別として、日本の写真界
は停滞していると思います。被写体とテクニックはあいかわ
らず変わりばえせず、写真の評価体系はマンネリ化していま
す。これに新風を吹き込むことは可能であると確信します。
次の写真展「New Horizon」では、大いにチャレンジしたいと
思います。本部からの機関紙「RPS JOURNAL」に掲載された写
真は、私たちより先を進んでいるのではないでしょうか。大
いに参考にしたいと思います。
最近、林会員と上田会員が2009年国際投影イメージ写真展
に入選しました。二人同時の受賞は、初めてだと記憶してお
ります。日本支部活性化の一助になるでしょう。
年内に研修会（リレートークの会）を２回開催します。そ
こでは、今までにない写真観やトークが披露されるはずです。
私は「時間を撮る」というテーマで撮影思考を提議します。
川村会員には、建築家の視点から「写真とパースペクティブ」
という話をしていただく予定です。どちらも、一写真家の頭
脳の中で生まれた思考と概念です。私たちは、このようなお
金のかからない活動を推進しなければならないでしょう。
母体である英国のThe Royal Photographic Society（Ｒ
ＰＳ）は世界的な権威と知名度の高い写真団体です。Members
hip card(会員証)は世界中の多くの地域で通用するものです。
その一員として少しでも写真界に貢献できるような活動をし
たいと思います。

写真：表彰式

左：英国王立写真協会会長
右：アレン＆オバリー社会長

第１５２回 国際プリント写真展受賞式
英国王立写真協会表彰式に参加して
林

喜 一

５月１９日夜、ロンドンのビジネス街にあるアレン＆オバ
リー社に於いて、第 152 回英国王立写真協会の写真展と表彰
式が行われました。
今年の課題になった「新たな展望」に、私の応募作品「建
設現場」が、スポンサー
特別賞に選ばれ、初めて
の渡英に不安を感じなが
ら出席しました。
近代的な写真展会場
には、イギリスを中心に
世界各国から 200 名以上
の参加があり、私は 2 番
目に紹介されました。授
賞式では先ず審査委員長
から、入賞までに至った
経緯と作品の講評があ
り、王立写真協会会長か
ら表彰状を、オバリー社

会長からは賞金の授与がありました。
受賞者の中には、オランダやインドの人も参加していて、
名刺等を交換しながら親交を深めて来ました。
会場は若いプロ作家も沢山出席しており、日本との違いを
少し感じます。入賞作品は特設展示会場に飾られ、それと同
じ作品がパーティ会場にも展示されていました。終了後は一
年掛けてイギリス国内を巡回展として移動します。
パーティでは言葉の不自由はあるものの、写真の話しにな
るとすぐに親しくなり、帰り際にメールの交換を約束して、
慌ただしい日程を終えて帰国しました。
今回の受賞を励みにして今後の作品づくりに生かして行き
たいと考えています。
（写真上から）
写真展会場、表彰式、パーティ会場、受賞者記念撮影

総会風景

ＲＰＳ日本支部総会および懇親会開催
７月５日ＲＰＳＪ総会が開催され、滞りなく終了した。
今回は例年以上に参加者が少なく、少々残念ではあったが、
参加者はおおいに親睦を深めることができた。
今回はとくに、ＲＰＳ国際プリント展のスポンサーテーマ
部門賞を受賞された林会員より、英国での授賞式参加報告が
あり、イギリスでの写真のスライドショーとトークで、大変
有意義な時間を過ごすことができたので、紹介したい。

英国での授賞式参加報告 Ⅱ
報告は、表彰状の紹介からはじまり、ＲＰＳ会長、表彰式
をやったオバリー社の建物（外観や中庭）と表彰式会場の紹
介へと進んだ。
シティ（ロンドンの金融中心街）近くにある高層ビルのアレ
ン＆オバリー社入口を入った１階の奧が写真展の会場となっ
ていた。
アレン＆オバリー社は、国際的な法律事務所だそうで、世
界各地に 5,000 人のスタッフを抱え、東京の六本木ヒルズに
も支社があるとのこと。
毎年スポンサーとなっているが、収蔵写真だけでも、２０
００点だと聞く。それらも自社のＰＲ活動などが目的ではな
く、写真文化のパトロンとして買い上げているとのことで、
懐の深さ、歴史の違いのようなものを感じる。
会場入口には、林会員の入賞作品が飾られ、そこから奧が
写真展の会場となっていた。
会場でのパーティーは、ワインと簡単な食べ物で、皆さん
ワインを持ちながら好き勝手に、作品を見て歩いていく。
グランプリをとった方をはじめ、世界各地から多くの受賞者
が集まっていたが、林会員も他の受賞者と記念撮影に納まっ
た。
表彰式の式典は、司会者なしで、いきなりＲＰＳ会長、審
査委員長の挨拶となり、わずか２０分くらいで終わってしま
い、日本との違いに驚いたそうだ。
三宅会員によれば、ロンドン三越の開店パーティーにおい
て当時の社長がやった１時間超のスピーチは、英国ではいま
だに語り種だとか。
会場の壁の巨大スクリーンには、入賞入選作品が次々に映
し出され、ＲＰＳ会長、審査委員長、他審査員５名、事務局

第８回ＲＰＳ日本支部写真展のお知らせ
日

時：２０１０年２月１１（木）～１６日（火）

場

所：フォトエントランス（東京日比谷）

１０：３０～１８：３０（日曜もオープン）
テーマ：
「NEW HORIZON」
（出展要項は昨年に準じるが、詳細は後日お知らせ。）

それぞれの「The New Horizon」がある
豊田芳州
林会員によるスライドショー
担当者などの紹介、アレン＆オバリー社の会長などとの記念
撮影も紹介された。
「中には日本に住んでいたという人も現れ、また日本に行
ったときにはよろしくと言われました。」
「日本を発つ前に、事務局長の三宅さんからいくつかの日
本料理店を紹介して頂いていたので、訪ねると、奥さんが三
宅さんの作品を見せてくれたり、別の店のママにもお会いで
きました。」
ロンドンのストリート風景や公園風景、三越のライオンの
原型といわれるトラファルガー広場にある大きなライオン像
の写真は、タクシーの窓から撮ったとのこと。
「世界遺産となっている国会議事堂や、鉄道の駅周辺でもス
ナップを撮りました。」
ちょうどバッキンガム宮殿の衛兵たちにも出会ったとかで、
ロンドンらしい風情の写真でしたが、アフガンから帰国した
ばかりということで、生々しい現実も知らされた。
この後、オックスフォードの町の風景やオックスフォード
大学の中を撮った写真が紹介された。
「ちょうどバラが綺麗に咲いていました。歴史があり、木
々も風格がありました。大学内の教会、ステンドグラス、こ
れが食堂で、ハリーポッターの映画にもでてきたそうです。」
大学の中に綺麗な川があって、ボートは有名ですが、ガイ
ドさんがボートから川に落ちてしまうハプニングがあったと
かで、落っこちて慌てている瞬間を捉えた写真も披露された。
「これはオックスフォードの駅ですが、画像処理してみま
した。今日お見せしたうち、４枚が画像処理したものです。」
卓越したデジタル画像処理技術については、ぜひまた機会
を設けて講師をお願いしたい。
「コッツウォルズの町も訪ねました。ちょっと郊外に連れ
て行ってもらったのですが、フジの花をはじめ、とても花が
たくさん咲いていて大変綺麗なところでした。思わぬところ
に花が咲いている石造りの建物があったりして、いい写真が
撮れました。」
旅行中の天候は、一日のうちに雨あり晴れありで、とても
イギリスらしい感じだったということでしたが、全体にイギ
リスらしい柔らかい光と陰がとても印象的でした。
最後に帰りの列車の中からも撮った写真何枚かで、今回の
スライドショーを終了した。
参加者の中からも、近いうちにぜひ英国に行ってみたくな
ったという声が多く聞かれ、話のつづきは後半の懇親会の方
へ引き継がれた。
（文責：川村）
写真右：「大学へ」林 喜一

第８回写真展の課題テーマ「The New Horizon 新たな
展望」をこなすにあたり、ガイダンスとアドバイスをし
たいと思います。
いうまでもなく、Horizon とは、①地平(線)、水平(線)、
地平(圏)という意味です。しかし、それ以外に②《思考･
知識などの》視野、限界、範囲という意味があります。
ＲＰＳ本部が、2008 年の課題として「New Horizon」
を選んだ背景には②の意味を重視したことが考えられま
す。林会員の作品が入選したのは②の解釈がユニークだ
ったからでしょう。
①は実体のある目に見えるものなので、撮影は易しい
と言えます。いろいろな撮影地で水平線と地平線は被写
体になります。しかし、機械的に撮影したのでは、課題
をこなしたことにはならないでしょう。「水平線のかなた
に何があるのか」「水平線までたどり着く道のりで何が起
きているのか」など水平線に対する意味づけが必要です。
もうひとつの②は概念なので、実体はありません。こ
れを被写体にするところに解釈の余地があり、おもしろ
いと思います。その一方、概念を被写体にする難しさも
あります。私たちは、それぞれ自身の②「視野、限界、
範囲」をもっているはずです。得意分野、専門知識、仕
事、技術、趣味、スポーツ、日本国、体力、生活習慣な
ど自身の周囲で②を見つけてください。独自の解釈がで
きれば、自然に「New」になると思います。
私は、「New Horizon」は、グループ展としてたいへん
良いテーマだと思います。どんな被写体や分野にも当て
はまります。会員それぞれがユニークな解釈で取り組ん
でいただけたら幸いです。

2009 年
ＲＰＳ国際投影イメージ展
みごと２名入選！
毎回次点スコアで入選を逃していた
上田会員ですが、今回デジタルネイチ
ャー部門でついに入選しました。
ポイントも非常に高く入賞にかなり
近かったと思われます。
さらに、入選常連となった林会員は、
今回も１点入選しています。
ＲＰＳ本部の国際写真展は、冬の「プ
リント展」、夏の「投影イメージ展」の
年２回で、今回は支部として計６名の
参加でした。
多くのプロ作家をはじめ、世界中か
ら約３０００点の応募があり、約１０
０数十枚が入選となる。
狭き門ですが、今後もこの活動を続
けていきますので、ふるってご参加下
さい。
また昨年同様、入選作品集が届き次
第、イベントアトラクションなどで、
勉強会もおこなう予定です。

■「オオヒシクイと白鳥の共演」
上田頴人
ヨシの群生する新潟市の福島潟は、
国の天然記念物オオヒシクイの絶好の
ねぐらとなっている。
オオヒシクイは羽を広げると１６０
センチにもなる大型の雁で、福島潟は
日本一の飛来地だ。
夜明けと共にエサ場に向かって飛び
立つオオヒシクイを狙っていると、同
居するハクチョウたちと共演するかの
ように次々と飛び立って行った。

（編集後記）

今後の支部活動
（現時点での予定です。詳細は後日。）
《２００９》
１０月１５日（木）リレートークの会。
19 ～ 21PM「時間を撮る」豊田芳州
１ 1 月１ 9 日（木）「築地」撮影会。
１２月１７日（木）リレートークの会。
19 ～ 21PM「写真とパース」川村賢一
《２０１０》
２月１１日～１６日 第８回写真展。

今回も原稿集めに苦慮し、発行が遅れてご迷惑をおかけしました。皆さんの会
報ですので、今後ともご協力の程、よろしくお願い致します。
前号で予告した、春の本土寺（アジサイ寺）撮影会は、その後の調べで、撮影
の最盛期には、数百～数千人の人が押し寄せるということが分かり、断念しまし
た。去年の秋も、紅葉の時期の土日は５千人も来たそうです。
この秋の親睦撮影会は、「築地」と決まり、１１月半ばを予定して、準備に入
っています。
また、１０月には、会員によるリレートークの会が、いよいよスタートします。
まず、手始めは、豊田理事長にお願いし、「時間を撮る」という興味深いテーマ
でお話し頂きます。その後、バトンは不肖私が受け継ぎ、１２月に「写真とパー
スペクティブ」について、遠近法という切り口で歴史的に考察していく予定です。
これからますますホットに、楽しくなっていきますので、皆様には積極的にご
参加頂き、会を盛り上げていきたいですね。
（川村）

