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例によって 懇親会

ミニ撮影会を夏目会員の企
画 で開 催 しま し た。ＪＲ八
王子駅に九時三十分に集まっ
たのは八名でした。
目黒不動尊、五百羅漢寺、
雅叙園などを訪ねました。
（
当日の様子は後述）

新入会員一名

ミ ニ撮 影 会 に特 別 参加 さ
れ、十一月例会を見学され
た髙橋元次郎さんが新たに
入会されました。これで会
員は二十七名となりました。

今後の例会予定

・
十二月十四日（日）
十三時～十七時 例会
北野市民センター７Ｆ
会議室１
十七時～二十時、忘年会
ＪＲ八王子駅北口
「徳寿庵

・
一月十八日（
日）
十三時～十七時総会、例会
北野市民センター７Ｆ
会議室１
第二日曜日でなく第三日
曜日となりますですのでご
注意下さい。

２０１４年１１月度例会上映作品（１１月９日）
ＮＯ

１

２

作者名・作品名(副題など)・作品時間

夏目満子「マカオ」
Canon iVIS HV10

小野 進「錦秋の八甲田山」
SONY HDR-SR12

作品コメント・【聞きたい意見】など

4年前に撮ったもので、棚上げしていたのを思い直して編集しました。オー
バーオールな観点からではなく、東西文化の接点とゆう観点からまとめまし
10分42秒
た。映像も悪く、話も長くて恐縮ですが、観て頂きたいとゆう作品です。
【地図と歴史背景を後から付け加えました。スクロール アップのナレーショ
ンをゆっくりにしたつもりですが、読めるでしょうか？】

6分20秒

2012年10月に訪れた北東北のうち、八甲田山とその周辺で撮影した
秋景色。まさに錦秋の素晴らしい世界でしたが、それを十分にお見せでき
ないのが残念です。古くなったビデオカメラの限界を感じた“記念すべき”作
品です。
久しぶりに、青森県から秋田県を走る五能線に乗ってきました。ただ気
動車に乗り、かつ走るシーンを撮っただけのもので、メッセージも何もない
作品ですが、撮影には(一日の運行本数が少ないのと撮影ポイントを探す
のに)大変苦労しました。

３

坂本克己「五能線を行く」
SONY HDR-CX180

8分13秒

４

真田玲子「奥山伝説」
Victor GZ-HD7

7分

５

小林節子「暴(あば)れ川」
ビクターJVC

6分4秒

６

鈴木俊博「西運とお七地蔵(尊伝説見て歩」
5分15秒
SONY HDR-XR520

７

山田道子「姫川の散歩道」 5分
パナソニック HDC300

８

高橋 陽「サハラ砂漠の朝日鑑賞」
SONY GW-77V

９

清水英毅「高尾山のセッコクに魅せられて」
4分50秒
Panasonic HDC-TM700 HV

「高尾山セッコク」の勉強会で撮影に出掛けた作品です。
6号路・1号線・社務所前などに咲いているセッコクの情景を撮ってみまし
た。

１０

山川 泉「秘密の花園」
SONY GW77V

4分50秒

何度かローズカフェへ行って撮影したのですが、思うような映像が撮れて
いません。私には、綺麗な花を、素敵に撮るのがとても難しいです。

１１

木下里美「高尾山セッコクの花」
JVC GZ-E325

4分20秒

６月のミニ撮影会の作品です。前半はフォーカスがマニュアルになっている
のに気付かず、ピンボケでした。

錦秋の秋山郷にて・・・3年前の撮影会の様子です。

勉強会で作りました手書きのタイトルを入れました。八王子に住民手
作りの橋がありました。

映像802ミニ撮影会10/30(木)目黒界隈での作品です。撮影場所はタ
イトル「西運とお七地蔵尊伝説見て歩き」関連の大円寺とその周辺のみ
で行い、地蔵尊前にある説明文をシナリオにまとめました。

白馬で姫川の源流から川沿いに散歩してみました。

6分40秒

モロッコ旅行の目玉観光のひとつをご紹介します。

ロビーにも同時配信

会場案内

ビデオェスタ８０２
盛大に開催される
十月十八日（
土）
映像８０２として初めての
映 写会「 ビデ オフ ェスタ ８
０ ２」を 会員 全員 の協力 の
下 、無事 に開 催す ること が
で きまし た。 出席 した会 員
は 二十一 名で 、五 名の会 員
が 他の行 事と 重な る等の 都
合で出席できませんでした。
上映作 品は 二十 三本で 、
作 品冒頭 に作 者紹 介を入 れ
る という 試み をし ました 。
当初、 第一 部の 司会は 矢
島益子会員の予定でしたが、
急 用のた め欠 席さ れ、急 遽
夏 目満子 会員 に代 行して も
らいました。
ご来場 いた だい たお客 様
は 、約二 百三 十名 と盛況 で
した。
辻会員 から 花鉢 の提供 が
あ り、お 客様 に一 鉢ずつ お
持 ち帰り いた だき ました 。
ま た、奥 様か ら折 り紙で 作
ら れた箸 置を 頂き 、こち ら
は 先着百 五〇 名の 方に差 し
上 げまし た。 あり がとう ご
ざいました。

折り紙の箸置き

記念撮影

作者自己紹介

都合のつく人で・

提供された花鉢
お帰りに花鉢を・・

受付風景

一部司会：夏目会員

小野会長あいさつ
二部司会：辻会員

満席の会場
会場風景

ミニ撮影会開催
十月三十日（木）
夏 目会 員 に企 画し て もら
い、目黒西界隈ミニ撮影会
を開催しました。ミニ撮影
会ということで、事前に出
欠は確認せず、指定場所に、
指定時刻に集まった人が参
加者ですが、ＪＲ八王子駅
に九時三十分に集まったの
は全員で八名でした。（内、
一名は午前中のみ参加、ま
た特別参加が一名いました）
夏目会員が用意してくれ
た地図を片手に、行人坂を
下り、目黒川の太鼓橋を渡
り、目黒不動尊までブラブ
ラ歩きました。目黒不動尊
で二時間ほど撮影し、昼食
は五百羅漢寺へ移動し、羅
漢茶屋でとりました。昼食
後、五百羅漢寺、成就院な
どを巡りながら、目黒駅の
方へ戻り、雅叙園のレスト
ランで一休みして、十六時
頃目黒駅で解散しました。
どんな作品ができてくる
のか楽しみです。

雅叙園中庭で

雅叙園入り口で

五百羅漢寺

雅叙園内部

ケーキセットで一休み

撮影風景
羅漢茶屋で昼食
食後の技術討議？

目黒不動尊
撮影風景
撮影風景

八王子始発電車で
大円寺
太鼓橋の上で

