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手編みの羽織もの

例会の様子

例会の様子

★六月例会
・六月十二日（日）
クリ エイ トホ ール
第七学習室
十三時十五分～十七時
★七月例会
・七月十日（日）
クリ エイ トホ ール
第七学習室
十三時十五分～十七時

司会北川会員

例会の様子

例会の様子

例会の様子
作品上映中

五月例会報告

★開催日時
五月八日（日）
十三時十五分～ 十七時
友人が壊れていきます 小林節子
★場所
私には二十年来の友人が と思うと悲しくなります。 クリエイトホール十一Ｆ
います。彼女が壊れ始めた そんな彼女が私にと、湯上
視聴覚室
のは五、六年前でしょうか？ がりは寒いので着てネと手 ★上映作品 十五本
いろいろな事を忘れてしま 編みの羽織りものをくれま ★参加人数 二十一名
うのです。もう年だからか した。どこがどう壊れてし
内ズーム参加三名
しら？と言うのですがでも ま った の か、不 思 議 です 。
違うのです。約束の時間が どうか神様これ以上彼女の
わからない、今自分のいる 心を壊さないでと願わずに
場所がわからない、自転車 はいられません！
が盗まれた、一日
に 何 回 も 電 話 が こんなこと、あんなこと
あります。日中に
限らず夜中にも電話がきま
す 。外は 真 っ暗 で しょ 、す
こし寝てネと話します。最
近は徘徊が始まったようで
夜中に警察から保護してい
ますと電話が入りました。
自宅の電話番号は覚えてい
なくて私の携帯の番号だけ
覚えています。人の顔も忘
れています。周りの友人に
どなたでしょうか？と言っ
ているのをみているといつ
まで私を覚えているのかな

２０２２年
5月号

５月例会「上映結果一覧表」
No

1

お名前・作品名(副題など)
作品時間・機材など
こしだか

腰高

あきら

輝

はるらんまん

春爛漫part2

（昭和記念公園編/我が家編）
・作品時間： 5 分 10 秒
・撮影 ： 22 年 3 月
・制作 ： 22 年 4 月
Panasonic HC-VX992M、
Canon Eos Kiss X9
CyberLink PowerDirector 17
2

石井 高志

Wing－休日の翼新作
5分
撮影・制作 2022.3～4 月
EOS kiss X7
EDIUS Neo3

3

えい き

清水 英毅
高尾駅・武蔵稜周辺の歴史散策
6 分 57 秒 新作
撮影 2020/10 ・制作 2022/4
Panasonic HC-X920M
EDIUS Ne3

4

5

作品概要 （80 字以内）
苦心した箇所（50 字以内）

意見を聞きたい箇所（80 字以内）
こだわり、見所（50 字以内）

4 月例会公開の「春爛漫 part1」に続き、3
月 30 日の昭和記念公園の「チューリップ等」
と、同 31 日の我が家に「チューリップ」
やカランコエ等を１つの映像としました。
春爛漫の様子を的確に表しています。
（昭和記念公園の撮影は、桜撮影と同時期
に行いました）
特に無

風を受けたり重さが変わると、羽ばたくよう
な動きができます。このしくみを用いた
カモメ、ドバトの鳥たちと、超精密ハカリの
工作品３点の紹介です。
室内での撮影は、広角で広い面積が写りこ
み、背景を隠すのが大変でした。カモメでは、
バックが大海原とか空に見せたく、おもいき
り明るく処理してごまかしたが、紙を敷いた
重なり跡や絨毯の柄が見えてしまった。
2020 年 10 月西南部地区環境市民会議自然部 なし
会・エコひろば共催で自然体験講座「高尾
駅・武蔵稜周辺の歴史散策」高尾駅・武蔵稜
コースの 9 ケ所を撮影しました。
各見学コースの撮影時間調整に工夫が必要 なし
であった。

喜多村洋子
春の訪れ

早春の花を並べてみました。

４分
撮影 22 年 3 月 制作 22 年 4 月
SONY-PJ680
EDIUS Neo2.5

「さやま花多来里の郷」のカタクリを撮るつ
もりでしたが、花びらが開いてなくて、部分
的に開いている花を個別に撮影したもので
す。片倉城址公園のカタクリもあります。そ
の他春の草花と桜です

名 前 : 坂本克己
作品名 : 篠栗（ささぐり）四国
八十八箇所巡拝

福岡県篠栗町にある札所を巡ってきました。
今回は、以前のお遍路の時より体力がかなり
低下していて、歩くだけで精一杯で、あまり
撮影できませんでした。

時 間 : 9 分 16 秒
撮 影:2022 年 4 月
SONY HDR CX-180
Corel VideoStudio X10

２０２２年 ５月 ８日

6

7

浮貝カツ子
千年乃藤
新作 4 分 4１秒
撮影２２・４制作 ２２・４
SONY-PJ760V
EDIUS Pro９
鈴木矜子
花々の語らい
4 分 25 秒
アイホン⒓
パワーディレクター19

8

か と う とし お

加藤利雄
よこはま

横濱三塔物語
7 分 26 秒
撮影 20.11 制作 22.4 新作
Canon iVIS HF S21
EDIUS Neo3
9

たかはし

よう

高橋 陽
たきやまじょうせきこうえん

滝山 城 跡 公園

10

6 分 07 秒
撮影 22.3 制作 22.4
Sony GW77、一部スマホ
EDIUS Neo3
山浦 茂
「高遠さくら祭り２０２２」

2 年前撮影しましたが上手く撮れず
再び国領神社を訪れました。
500 年の歳月を経て咲く藤は見事ですが、花
数は少なくなっていました。

我が家の狭いバルコニーの中で花々のささ
やきを聴きましたので、それをしたためまし
た。
キーフレームの作業を何とか身に付けたい 花の順番に迷いました。
と頑張りましたがなかなか思うようになり
ませんでした。
港町・横浜は近代化を競うように洋風建築が 作品構成、BGM 選曲。
次々と建てられました。
その中で、塔のある神奈川県庁・横浜税関・
横浜市開港記念会館は「横濱三塔」と呼ばれ
ています。
ナレーション
見た人が分かり易い作品を作
る。
滝山城址公園を初めて訪れてみました。構築
物等は残されていず、空堀などの地形が残っ
ているだけでした。
ＡＲによる説明があるのですが、ブレがひど
く一部静止画にしました。

高遠城跡公園２０２２年さくら祭りです。
運良く快晴で満開の桜を堪能出来ました。

３分３０秒
撮影 22.4 制作 22.4
SONY-FDR-AX100
Power Director 19
11

氏名：辻升人
作品名：春・春 小林節子さん

小林さんに送る俳句を作りました
クライマックスをどこに置くか悩みました
芽吹き～クライマックス～春爛漫に決定

時間：7 分
スマートフォン
NEO3
12

真田玲子
タイトル
はるたび・鶴岡
新作 ４分
撮影 2022 4 月
制作 2022 5 月
Panasonic DC-GH5
EDIUS Pro9.5

なし

桜の季節に子供さんが寄り合い
ご主人もさぞ喜んでいるだろう
の思いを俳句にしたものです。
そして春の鼓動・・・
山形、鶴岡公園の桜です。
今年は開花宣言から 2 日で満開になったそ
うです。
絶好のお花見日和でした。

13

氏名：高橋一郎
作品名：
早春の白川郷
時間：４分
撮影日：令和４年４月
作成日：令和４年５月
SONY FDR-AX60
Power Director 14

４月中旬の白川郷を散策した記録です。
雪景色でも、青々した田園風景でもない、
ちょっと馴染みのない風景です
いつものように「行ってきました」ビデオで
特徴がないため、まとめるのに手こずりまし
た。

14

小林節子
百花の王

七福神巡りの一つ宗格院でボタンが満開に
なりました
スマホで撮影している人が面白いものをつ
けて撮影していました

宗格院

撮影２０２２年４月
編集２０２２年５月
４分２０秒
JVC
EDIUS Neo3

15

小松登喜男 武州のよりあい<抜刀
術> 下原刀
7分
ビデオカメラ：JVC
Power Director 17

2018 年⒑月：八王子道の駅滝山で NPO 法人 特にありません
武州のよりあいの抜刀術と下原刀の案内が
開催されました。抜刀には以前から興味を持
っておりました今回は抜刀術のみです。
どう編集するか時間がかなりたちました。
こんな感じになりました。

