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八月例会報告

★開催日時
八月十四日（
日）
十三時十五分～ 十七時
動画を始めて
北川知見
★場所
私 は以前 から動画 作成に 悩みます。ただ、悩むことば
オンラインＺＯＯＭ
興 味 がありましたが、作る かりでなく、友 人 たちから ★上映作品 九本
ことができる自信 がありま ユーチューブみたよと言っ ★参加人数 十七名
せんでした。コロナ禍 にな てもらったり、アドバイス
り、友 人 に会 えない日 々が ももらったり、動 画 を通じ ★なお例会午前中二回目の
続 き、動 画を通して友 人と て楽 しい事もあるのもあり
「スマホで簡単動画編集」
つながっていたいと考えた ます。これからも楽 しい動
の勉強会をＺＯＯＭで行い
事がきっかけで映像８０２に 画をつくれれば良いなと考
ました。
入 会 しました。会に入 って えます。
参加人数十三名
から映像制 作を学
こんなこと、あんなこと
び、何 度 か作 品 を
発表せていただく機会もも
らい、今 日 まで楽 しく参加
させて頂 いております。コ
ロナによって外出出来る機
会もないため動画のネタが
ない事 と私 の場 合 、歌 をメ
インで動画にしていきたい
と考 えているのですが、歌
の場合静止画でも歌が添え
られていれば動 画として成
立 するため、見 どころがな
いと感じますので歌を動画
として例会で発表する場合
にも、背 景 をどうするかを

２０２２年
８月号

上映作品の一場面

作品上映中

スマホで簡動画編集
講習会開催します

★十月二十九（
土）
三十（
日）
の二日間でスマホでの動
画編集のやり方について
の講習会を開催予定です。
★詳細 決まりましたらホー
ムページ等でお知らせし
ます。

ビデオフェスタ開催

★コロナ感染対策のため今
年 度は十 月例 会を兼ねて
コンパクトに開催予定で
す。詳細は別途お知らせし
ます。

今後の例会予定

★九月例会
九月十一日（
日）
十三時十五分～十七時
クリエイトホール
第二学習室
★十月例会・兼ビデオフェスタ
十月九日（
日）
十二時半～十六時半
北野市民センター
八Ｆ ホール
ビデオフェスタ形式での
開催を予定しています。

８月例会「上映結果一覧」
No
1

お名前・作品名(副題など)
作品時間・機材など
しみず

えい き

清水 英毅
「旅の途中」多田 旭
画家 絵画展
7 分 28 秒 新作
撮影 22.7 制作 22・7
Panasonic HC-X920M
EDLUS Neon3

2

こしだか

腰高

あきら

輝

さがみはらきたこうえん

あじさい

相模原北 公 園 の紫陽花とバラ

3 分 29 秒
撮影：2022 年 6 月
制作：2022 年 7 月
機材：カメラ/ビデオカメラ
・Canon Eos Kiss X9
・Panasonic HC-VX992M
:編集ソフト
・PowerDirector365

3

4

5

6

原川正三(はらかわまさみ)
風(かぜ)
２分 30 秒
ニコン 一眼レフ D3500
PowerDirector 19
山浦 茂
「長岡まつり大花火大会 2022」
6 分 36 秒 新作
撮影 22.8.2 制作 22・8
Panasonic Lumix DMC-GH4
PowerDirctor19

鈴木矜子
癒しをありがとう
5 分 15 秒
アイホン 12
パワーディレクター19
たかはし

よう

高橋 陽

オーロラ紀行(きこう)
6 分 48 秒
撮影制作 05.2
Sony DCR PC1
AdobePremiereElements

2022 年

８月 １４日

作品概要 （80 字以内）
意見を聞きたい箇所（80 字以内）
苦心した箇所（50 字以内）
こだわり、見所（50 字以内）
2022 年 7 月有楽町東京交通会館 1 階ギャラ なし
リーパールルームで「旅の途中」 多田 旭
画家の絵画展が開催されていたのを撮って
来ました。
国内外の観光地の旅情が繊細に描かれてい
るのが伝わって心が癒されました。

知人から相模原に「紫陽花」で有名な公園が
あると聞き、
Web検索で公園概要等を取得し、
初めて紫陽花の最盛期に訪れ「季節外れ」の
「ばら」と共にビデオ化しました。
映像 802 の何でも相談会や YouTube の コロナ禍の３回目の夏、場所・
PowerDirector356 の使い方を参考にしまし 題材がダブりました。
た。

近所の自然を撮影しました

特になし

三脚で撮影して、編集で動かしました。

特になし

長岡まつり大花火大会が３年ぶりに開催さ
なし
れました。コロナの影響でカウントダウンも
拍手で行われ夜店の出店も無かったため例
年より静かな花火大会でした。
花火動画撮影は難しい。
１． 場所取り
２． ピント合わせ
３． 露出および録音
暑い日、しばしの涼をと思いサンシャインの 気にいった BGM が見つからなか
水族館に行ってきました。
ったのですが、良い方法があっ
たら教えてください。
無駄な所をカットするのがあまりにも多か
ったので大変でした。またこの類のものを
まとめるのが難しかった。
2005 年 2 月にフィンランドへオーロラを見
に行った時のものです。
（17 年前の作品 再
上映）

７ 真田玲子
大人の休日俱楽部 グルメ旅
４分
スマホ iPhone

8

高橋一郎
箱根神社 湖水祭
５分
令和４年７月
令和４年８月 新作
SONY FDR-AX60
Power Director 14

9

小野 進
若狭国 国宝「明通寺」
4 分 59 秒
Panasonic DC GH5
ジンバル：ZHIYUN WEEBILL S
EdiusPro9.5

６月下旬に「大人の休日俱楽部」を使って、
青森、秋田にちょっと旅しました。

iPhone の VLLO を使って編集してみました
結構むずかしかったです。 こだわり、見所
（50 字以内）
湖水祭は、芦ノ湖の守り神、九頭竜明神をあ 花火をきれいに撮影する方法
がめるお祭り。神事と花火大会を撮影しまし と、撮影した映像をきれいに見
た。
てもらう方法がありましたら教
えてください

福井県内は、
「鯖街道」とも呼ばれる街道
が古くから京都と結ばれ、物流だけでなく多
くの文化も流入した地である。そうした中で
古寺古刹も沢山残されている。
すべてジンバルで撮っているが長時間での
設定は難しい。また、古寺古刹ではどの程度
表現したらよいものか悩むところである。

