清水英毅

八月例会報告

ビデオフェスタ関連

★開催日時
十月二十七日 日(）
開場十二時
開映十二時半
終映十六時半 予(定）

今後の例会予定

★九月八日 日(）
北野市民センター７Ｆ
会議室１
十時～十七時 例会
フェスタ作品上映
★十月十三日 日(）
北野市民センター７Ｆ
展示室
十時～十一時半
何でも相談会
十二時三十分～十七時
例会

例会の様子

映像８０２会報
環境教育支援の活動

★開催日時
八月十一日（
日）
★場所
北野市民センター
会議室 ー
十時～十一時三十分
何でも相談会
★例会
十二時三十分～十七時
★上映作品 十六本
オープニングビデオ含む
★参加人数二十九名

例会の様子

例会の様子

２０１９年
８月１１日

私は環境教育学習リーダー 生 徒 た ち は 学 ん だ 成 果 を
として八王子市西南部地区 「環境教 育学習 まと め発表
の小学校四年生を対象に、 会 」で 発 表 し ま す 。私 は 発
川の環境保全のための学習 表の様子をビデオで拡大投
支援を行っています。時に 影したり、編集してエコひ
は頼まれて他地区の応援に ろばなどに提供したりして
も行きます。
います。
五月から七月にかけて川で このような活動を通じて、
の体験学習を行います。水 私は子ども達の活き活きと
質汚染の様子や汚染防止に した 姿にバ ワーを 貰い 「生
はどうすればよいかなどを き甲斐」
を感じています。
勉強し てもらいま
こんなこと、あんなこと
す。
九月から十月にかけて課題
別学習をしてもらいます。
川の成り立ちを勉強するグ
ループ、魚について学ぶグ
ループ、植物について学ぶ
グループ等に分かれます。
私は「
魚」
について教えてい
ま す。外 来 種の 魚 、元 から
棲んでいる魚、飼っていた
魚をむやみに川に放しては
いけない事などを説明しま
す。

司会の小野会員
例会の様子

２０１９年
８月号

8 月例会「上映予約一覧」
No
1

お名前・作品名(副題など)
作品時間・機材など
かまち

くみこ

さがみきた こうえん

蒲池 久美子「 相 模 北 公 園 」

映像８０２

作品概要 （80 字以内）
苦心した箇所（50 字以内）

2019 年 8 月 11 日

意見を聞きたい箇所（70 字以内）
こだわり、見所（50 字以内）

相模北公園にアジサイとショウブをみにいって
きました。タイトル、テロップ、勉強中です。

2 分 12 秒 撮影 1.6 制作 1.6
ﾃﾞｼﾞｶﾒ

2

す ば
日本の風景の中を走るローカル線を、ナレーショ
坂 本 克己 「素晴らしいローカル ン(による説明)を抜きに描いてみました。

さかもと かつみ

せん

線 」(東日本編) 13 分 03 秒

3

4

5

制作 19.7 ﾘﾒｲｸ Canon FV M30(DV)
町田豊年「穂高と西ゼン（平標山）
」 暑い夏がやってきました。
涼しい山の作品を
（副題）
：地球のしわと遊ぼう！
作ってみました。古い古い無声の 8ｍｍの映
５分４３秒 制作19.7 新作 不明 像です。

辻升人「塩船観音」６分４０秒
撮影 1.5 制作 1.7 新作 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

喜多村 洋子「さんりくの旅」
５分 撮影 19.5 制作 19.8 新作
SONYHDR-PJ680

7

たかだけいじ

しこくしゅうゆうのたび

高田慶二「四国 周

9

先々代のスマホで撮ったのですが手振れ補正の こだわりも見どころもありません。
設定をしないままで撮影しましたからとにかく でもよくここまでやったという達
手振れがひどく全シーンメルカリを使用してい 成感はあります
ます

山浦 茂「はむらにサンバがやって はむら夏まつりのサンバパレードを撮影しまし
た。
きた」
（副題）：はむら夏まつり
超満員の会場で撮影場所が取れなくて一脚を持
９分 制作 1.8 新作 HC-WX970M
ち上げての撮影もあり苦労しました。

6

8

いつものメンバーで御朱印集め

遊 旅」

会場の雰囲気が伝わるようにまと
めたつもりですが指摘事項があれ
ば教えて下さい

今年の 5 月に三陸を旅行しました際の映像です。 現地音を効果的に使うには、どうい
うところに気を付けたらいいでし
ょうか？
沢山撮りすぎて削除したり、並べるのに苦心しま 復興の状況と断崖の迫力や風景の
した。
美しさが伝わればいいなと思って
います
御蔵入りになっていた半年前の旅行スナップ映
像を無理やり繋げてみました。

６分１８秒 撮影 19.3 制作 19.8
新作 LUMIX-G7
大島 錬三「甲州路の桃と桜を追い 甲州路の桃と桜を、勝沼から韮崎までの「花の名 気づいた点や気になった箇所を教
かけて」７分 撮影 18.19 制作 所」を追いかけてみました。時期とお天気そして えてください。
19.5 ｿﾆーAX-55
名所がマッチングするととても良い作品ができ
る筈ですが、さて？？？の結果でした。
小林節子「（副題）：初めての富士登山」
６分１７秒 制作 19.7 新作
ﾃﾞｼﾞｶﾒ

７年前の画像が出てきました
同じような画像がありますが私には、大切なもの
ですので我慢して見てください
２泊３日だったと思いますが２泊目の記憶があ
りません？

10 柳井勝子 「あじさい園」
３分３０秒 撮影・制作 1.7 新作
SONY XR520V

今年からナイト営業が始まり、夜の紫陽花を撮影
してみました。

11 高橋 一郎 「カッパドキア」
（副題）
： 気球体験 ６分 新作
撮影 19.6 制作 19.8
SONY FDR-AX60 他

12 真田 玲子 「梅雨の晴れ間」
～種差海岸～ ７分 撮影 19.7
制作 19.8 新作
Panasonic DC-GH5

13

14

高度３００ｍ位まで上昇しました。気球の動きに
乗っただけで、奇岩の様子の表現が大変でした。
八戸市から列車に揺られて 15 分、多彩な地形が
織りなす美しい海岸線「種差海岸」を散策しまし
た。

ヴェルサイユ宮殿内部の案内映像です。
高 橋 陽 「ヴェルサイユ 宮 殿 」 最後の王妃マリーアントワネットの豪華な寝室
６分５６秒 制作 19.6 新作
などがありました。
Sony GW77
きゅうでん

たかはしよう

お の

すすむ

りょう

小野

進

「 涼 」

４分３０秒 撮影 19.7 制作19.8
新作 Panasonic DC-H5

15 夏目満子「越中五箇山」５分
16

初めての気球体験。乗り込みから下船まで約１時
間の空中からの撮影にナレーションを付けたも
のです。

7 月下旬から急に暑くなった今年の夏。少しでも
涼を求めて奥多摩へ。

