
■綱江英公氏へRPS目立150年配念特別賞

昨年9月、英国王立写真協会 (名誉総裁

エリザベス女王)より同協会創立15o年記念

特別賞が細江英公氏に授与されました。この

賞は、写真芸術に大きな貢献をした写真家7

人に贈られたもので、ほかにはリチャード・アベ

ドン(米)、ウイリアム・エグルストン(米)、リー・フ

リードランダー(米)、デビツト・ホックニー(英)、ド

ン・マッカラン(英)、ゴードン・パークス(米)の各

氏です。2004年 1月27日には受賞を祝う会

が催され、青木日本支部理事長をはじめ支部

理事数名が出席しました。

細江氏は細江英公写真芸術研究所を主

催、日本写真家協会副会長です。

田村 暉昭
平成16年3月24日、NHK試 写真 「歴史・

運命の言葉」で世界の中の日本を意識した

人として、明治維新に尽力した幕末の志士「

坂本龍馬」の紹介記事が放送されましたが、

明らかに外国の写真館で撮った写真(1847年

弘化4年)と思われますが、当時の技術でよくも

残っていたものと感銘致しました。と同時に、そ

の当時の値段は何か程かと想像もつきません

二年程前の大安の日、結納の席にお手伝

いに伺った折、仲人のご夫妻が東郷神社の

官司様でした。後で「つきぢ田村」の本をお

送りしました所、返礼として、東郷平八郎伝

「勝って兜の緒を締めよ」(発行所 東郷神社・

東郷会)を頂きました。記事中、東郷平人員田よ、

1847年 12月22日生まれで、1869年 (明治2

年)軍艦 「春日」での五人の写真が掲載され

ています。

又、明治4年3月海軍航海科修業の為、英

国に留学された際の写真(ロイヤルネバールアカ

デミーゴスポート・牧師の経営する私立学校の校

舎、ポーツマス港内の1805年トラフアルガー海投で

活躍した帆船「ヴィクトリー」、他に船や教会等 )々、

更に明治11年10月23日麹町上六町での、東

郷平八郎縁組の写真、又、日本海海戦勝利

の「=笠 」の甲板で撮った東郷司令長官他

参謀との写真等々、頁をめくるたびに感銘を

覚えました。その時代の証言者として、見る者

に感動を与えてくれます。

別冊、図説東郷平八郎「Hで見る明治の海

軍」(東郷神社・東郷会刊行)も頂き、人物写真も、

伊藤博文・山縣有朋等の写真、明治33年 頃

の軍艦に乗っている水兵の写真、昭和9年元

帥が国葬に臥された時の日比谷公園前の水

兵が見送る時の写真等々、私達が、暗室の中

で実際に現像している様な感動を覚えました。

明治2年と比べ、年を追うごとにカメラの改

良、フィルムの粒子が良くなっている様に思い

ます。日本のすばらしさは、カメラ、フイルム、草、

TVを 初めとした電化製品等、技術大国「日

本」として、世界に製品が輸出されていること

です。このように世界の人 に々信頼を得ている

国は数える程しかいないと感じるこの頃です。

日本人は、大きな物を小さくして、より使い易

くする感性はすばらしいと思います。昨年、

SONYビ ルのレストランのかえリクオリア016と

書いてある階で、これがカメラかと思われるも

のを見つけました。本体のH方 50g、200万 画

素、レンズ3本 、フラッシュ、リモコンと小さいな

がら用途に応じてユニットになっています。世

界で一番小さいデジタルカメラです。店内の

女性に一枚撮って頂きましたが、すぐ画像が

見えるのがうれしいですね。世界で一番小さ

いカメラ、ミノックスを想い出して下さい。楽し

んでます。

文、8月発売のレンジファインダーデジタルカ

メラのパンフレットを頂きましたが、ライカのレン

ズが使える、今までのカメラを大事にデジタル

化され、デジタルカメラ史上初の実像距離計、

完全等倍ファインダー、針式インジケーターと、

どこまでカメラとして進歩するのか日本人のす

ばらしさを感じ、早く手に取って見たいの想い

です。

私も、戦後入った中学・五川学園では、個人

の感性を磨くため、自由研究の科日があり、最

初に数人で写真部を開きました。まだまだ35ミ

リのフィルムも数少なく、東宝映画に務めてい

た方から譲って頂き、文タイトル用の感度の低

いフィルムも手に入れ、スライトプリンターも山本

山の海苔の空缶を利用して手造りしました。

ライトも豆電球で、自転車用の電球を利用した

ように思います。

ニコン、キヤノン、オリンパス等で、新しい物

が出ると使ってみたくなり、16ミリのボレックス

やアリフレックスの中古を買ったりしては、料理
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番組も何本か製作しました。一コマ撮りのタイ

トル造りの苦労を考えると、ポラロイドに驚き、コ

ダックの自動露出の8ミリカメラ等々、今では、イ

ンスタントカメラからデジカメ、携帝電話のカメ

ラ付き等、この十年程の進歩にはHをみはる

程です。コンピュータカ`どんどん発達し、技術

開発が盛んになりどこまで進むのか想像でき

ません。一方、TVも 薄くなり画像もきれいにな

り心を奪われます。

RPSの 会長の青木さんの事務所に伺い、

すばらしい写真を見せて頂きました。文、デジ

タル化の話には複蓄があり感動しました。

孫達は、昼食の品を携帯電話で撮って食

事代を請求する時代ですが、私も父も旅行記

は絵筆を持って出掛け、飲食店や旅館の料

理を画いていました。今ではフラッシユもいら

ず、レストランでも何気なく撮影出来て便利で

すが、今までのカメラと銀rAのフィルムも忘れら

れないですね。それぞれの特性を考えて今ま

でのカメラとデジカメとを用途により、併用され

る方が多くなったように思います。

私は、日本料理店を営んでいる関係で、平

成16年3月初め、NHK「 ほっとモーニング」の

料理をおいしく見せる術という題でTV出 演し

ました。今の若い女性は、食育、料理を作らな

いと言われていますが、お魚でも煮物や御飯

にしてもおいしく見せて欲しいと思います。文、

レストランにお出掛けの際、きれいな料理の盛

付けを見て、他のお客様の迷惑にならないよ

うお断りして撮って頂き参考にして頂きたいと

思います。

「つきぢ田村」では、写真はどんどん撮って

下さいと中し上げております。

戦後の技術の進歩に較べると、人間の進

歩は仲々ですが、地球を大事に、地球をきれ

いに、平和にと願います。

たむらてるあき
つきぢ田村経常

助夕Rり″〃2みο方留 ?あ力勧びルク
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■日本の祭リー博多/長 崎/神 田/沈 車

三宅 善夫
150年の伝統を持つ王立写真協会に入会

させていただき、過去10年間お世話になった

英国と写真を通じライフワーク的なつながりが

でき大変賠しく、感謝しております。

今日まで色々な被写体に取り組んでまいりま

したが近年特に人物に最も深い興味を持ち

始め、その延長で199う年以来祭りに携わる

人 と々の交流を楽しんでいます。

このたびは日本の祭りの中でも外国との交

流の深い長崎、福岡(博多)、東京(神凹、浅準)

をご紹介致します。

博多山笠

博多山笠は、760年の歴史を持つ国重要

民俗文化財指定のまさに博多の町人文化の

結晶で、日本二大祭りの一つといわれ毎年7

月1日飾り山一般公開から始まり7月1う日の追

い山笠の豪快なフイナーレまで1)日間、博多の

町は10メートルを越す12本の飾り山が立ち、7

本の昇き山が走ります。博多人形師が情熱と

アイデアを傾け日本画的に優美にダイナミック

にそれぞれ妍を競って作った静の飾り山、動

の昇き山の作品に人 の々声援が送られます。

写真のポイントとしては飾り山を中心とした

町の情緒と勇壮な昇き山の走る光景ですが、

先ず、7月13日の午後3時30分呉服町から福

岡市役所問で行はれる集団山見せで全部の

昇き山の昇き手の追力ある男たちの姿は欠か

せません。七つの流れ(町内)はそれぞれ先

走りの小学生の参加を含めて総勢う00人から

2000人 の集団から成り立ち、大通りをホイサ

ホイサと大きな掛け声と共に走って来る有様

は見とれているとシャッターチャンスを失ってし

まいます。しかし何といってもクライマックスは7

月1う日櫛田神社への官入とその後の追い山

笠で、1トン以上もある昇き山を順次交替しな

がらうキロの行程を30分前後で駆け抜けます

。路上での撮影には昇き手に浴びせられる勢

い水に注意が必要です。櫛田入りのタイムは

34秒前後で速さを競うのですが、午前4時う9

分令図の太鼓の音で勇壮な掛け声と共に山

笠が清道に入ってくる時には昇き手は勿論の

こと毎年撮影している私でも鳥朋Lが立つのを

覚えます。

長崎くんち

国指定無形民俗文化財の指定を受け360

有余年の歴史と伝統に輝く長崎くんちは、毎

年10月ス8、9日に行われ、九日のくにち、くんち

が語源で坑 祭りの行事は6月1日小屋入りに

始まり、この日から演し物の練習に入り7月、8

月、9月の盛夏を出演者、指導者、世話役一体

となって諸準備や打ち合わせを重ねる。その

ため、本格的取材や撮影のためには実は6月

1日から現地に行かなければならない。総町

77の踊り町が7年に一度の順番で祭りに参加

し、それぞれの町の成信を力寸ナての競演です。

日本二大祭の一つといわれますが、国際感覚

にあふれ、唐船、蘭船に運ばれた濡子、縮緬、

羅紗、ビロード、更紗その他高価な輸入布地

をふんだんに使い、踊りなどの演し物にも唐紅

長時くんち・八坂町歴史上はじめて女性で

根曳(ねびき)をつとめた山下紺花さん

毛の風俗を取り入れた果国情緒満点の祭礼

であったから、鎖国時代のわ力`国としてはその

宗華さとユニークさで他に類を見ない,1本で

唯一のもの、本朝随一であったと思はれます。

オランダ商館の医師であったシーボルトも「同

本」という本で長崎くんちを紹介しているし、

幕府の長崎奉行の赴任第一の仕事がくんち

の行事でした。大変興味深いことは長崎の写

真の開祖、上野彦馬が明治10年にくんちの

撮影をしていることです。踊り町の先頭に入っ

て来るのが傘鉾、曳き物には川船、唐人船、龍

船、御座船、御朱印船、龍官船、和蘭船、南蛮

船など、担ぎ物としてはコッコデショがある。く

んち撮影の場所としては諏訪神社長坂下踊

り場のほか、大波止お旅所や庭見せと町家な

ど広範囲で踊り町の順番に従つて撮影、神輿

は10月7日に、お下がりが傘鉾パレードと共に、

9日にはお上がりが行はれるので美しく迫力に

満ちた良い写真ができるでしょう。くんちの観

客がかける掛け声は大変興味深いもので、早

く来いと催促する時はモッテコイ、演し物が終

わリアンコールする時はショモーヤレ、傘鉾が

回る時には大きく回るようにフトーマワレと皆で

叫び最高潮に達します。

左)陣夕山笠・2002年 坂東二洋五郎丈が県外者としてはじめて台上がりされて集阿山見せで博多の町をたられた 有)長時くんち・銀用町の館太披(2001)
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神田り!神

神||1明神は中すまでもなく江,fの人 ド祭り

として京綱Sの祇田、大阪の人神祭りと並び称

されていますc1270年の歴史の神社で徳川家

康が深く尊祭し、神領を寄進し江,f時代将軍

上覧の人 ド ハの祭礼として令回に知られ、明

治を迎えると明治人生の御神拝がイrわれまし

たc当然、祭りの規模の大きさ、格l‐mの高さ、お

祭リド1体の華やかさでクメ真撮影のポイントとし

ても千貫神興をはじめ到底 ハHだけでは満足

する成果を挙げることは難しく思われますc

メインの撮影場所の確保、随時、成勢の良

い神川つ子を通って移動しながら北は外神111

から南は人形‖J。まで、東は浜町からllLiは神保

神|||| ) j村1・ドF果市場の人村1興の十人

田j。までの本ちに広い範囲を?メ真機材と脚立

を肩になくことは体力と情報と何といっても神

|||の皆さんとの親しい人間関係がなければで

きない仕事ですc祭 りのあとで、祭りに携わつ

た人々からその″れ
'モ
をキんでいただいた時は

子せを感じます)毎 年5)18Hから15Hまでの

期間にイrはれますが昨年は江,「開府400年

の人祭で神興の教も大小100米に及びHliに

は終H、神興ff人が行はれましたが中央通り

に並んだ神興はまさに】L観そのものでした。そ

して般後に古米市場の人神興(ドに接のすRぎ子

200人、総鉢700人のかすlぎ手集IJ)のすf人を服

影できた隈問はイliJ=忘れ得ない感激でした.

神||1明神の祭りは「江,fの挙」として勇壮、半

麗であり立派な秩序で連常されています.

ittL察

lに和元年(1312年)に歴史を遡る浅単神社

の祭礼 i社祭は江,f随 るの荒祭りとして浅

単人のmLを湖かせ、その販わい、卜
｀
町の情縮

に1取ぎ子の熱気が溶け込み、祭りの雰囲気が

群り上がることで江,fの花として/1・田に岐伝

されているが、氏了。のνЧ tt Lrt4ヶ田Jと`浅単神社

本賛会により避常されているc

11本1!は5)114、15、161+の 二||1苫1で1611′lili竹

6時のずf111し、11,党‖いのTf人がサ|:巻であるが、

1411の木遣り、岸頭、お嘩子台、びんざさら舜

などの人行列と151112時からの各田J・内の人

小約100米の神興渡御は浅単独特の魅力に

富んだ撮影ポイントであるc illドlで150万人

「
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:十L祭・'メ真は町内神興が令ての行科を終えて、その‖r内の祭りの締めを行う頭の消足した友柑



以上の人出があり、特に一之官、二之宮、三

之官の三基の本社神輿の官出し、官入の状

況は担ぎ手を含め2万人の群集で境内は膨れ

上がり、荒波の渦の中の機いともいうべきで余

程の土地感がなければ撮影も覚束ないどころ

か非常に危険でさえある。

私の場合ある町内の神輿のファミリーと長

年のお付き合いがあり、祭りに携わる家族とほ

ほ終同行動を共にして、親子工代の家族愛や

成長の様子、そして気風の良い浅革気質を

撮り続けていますが何と言っても祭りに出る女

の子連の粋で、おきゃんで元気あふれる多彩

な姿は最高の被写体です。地方に散らばって

いても三社祭には必ず全員集合し神興を担

ぎ家族の結束を確かめ合い、祭りが終わった

ら、あたかも今年が終わったねというぐらいに

浅革の祭りは熱いものがあります。

みやけよしお

RLC位 二宅コーポレーション代表取締役
E‐mall:yosh@dcm.co.,P

浅草三社祭・祭りの家族の勢情い

■第3回 RPS日 本支師写真展開悩予定

昨年の第2回展は、多彩なチャレンジとレベ

ルの高さでほぼH標 どおりの成果を収めまし

た。次回は、さらにレベルアップして臨みたいと

いうのが企画委員会のH標 です。開催日や会

場、出展数など詳細が決まりましたら、ご報告

いたします。前回のように大胆なチャレンジ作

品を展示したいと思います。

前日の出展日標

RPSら しい写真展として、いろいろな分野〔

会員が考え主張した作品、体験や実験などを

報告した作品など、チャレンジを重視し、しかも

国際的な視野に立った作品で会場を飾ろうと

第2回展示会場風景

いうことです。世界中の人々を意識した写真

展です。具体的には、RPSジ ャーナルに掲載

されているような作品群ということです。

会員の皆さまには出展のご準備をお願いい

たします。

■新入会員の樹介

3月の理事会で新入会員1名が承認されま

した。申し込み書に記入された写真歴と活動

の一部を紹介します。なお現在、日本支部会

員は47名です。

◎大賀啓三(おお力Wすいぞう)

写真歴30年、日本山岳写真協会会員。興味

ある分野は高山植物の花、冬山。会社役員。

■新年度会費納入について

2004年 度日本支部会費(う,000円)を未納

の方は下記の同座へお振り込みください。

銀行 東 京三菱銀行 虎 ノ門支店

日座 英 国王立写真協会日本支部

店番041 普 通預金2う85285

なお、支部会費未納の方には支部会員の

退会を求めることも検討中です。会費の納入

にご協力ください。

■事務局より

○会員のお知り合いで日本支部入会の希望

者がいらしたら事務局(Tel o3-う470‐1900)

までお問い合わせください。

ORPSニ ュースレターでは、あらゆる写真分

野での記事展開を考えています。ニュースレ

ターヘの投稿 (写真と文)を歓迎いたします。

豊田あてメール(E‐mall:fwkz8422@mb.

infOweb.ne.,Pでお送りください。文章はMS‐

DOSテ キストファイルのフロッピー、写真はプリ

ントやスライドフイルムでもけっこうです。

○今号では、田村会員のユニークな写真史と

三宅会員の祭リヘの想いを掲載させていた

だきました。できるだけ原文を尊重し、お二人

の人柄カギにじみ出るようにつとめました。少し

ビジュアルなニュースレターです。

(豊田)
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