
キヤノンフォトクラブ東京第1写真展

四 季 光 彩 2022
☆時計回り

展 示 氏  名 タイ トル 撮 影 地   | プリント

A-1 岩崎ひろ子
風の舞い

群馬県。赤城 自―手漉和紙

ノゝ -2 岩崎ひろ子 山梨県・身延 自―手漉和紙

ご あ い さ つ

B-1 山下  聡

桜花練乱

群馬県沼田市中発知町 自―アート紙

B-2 山下  聡 群馬県沼田市中発知町 自―局紙

B-3 山下  聡 群馬県沼田市上発知町 自―アート紙

C-1 岡本 宗佳

季節の贈り物

福島県。観音沼森林公園 D―画材紙

(〕 -2 岡本 宗佳 千葉県野田市・理窓会自然公園 D―画材紙

C-3 岡本 宗佳 栃木県那須塩原市。大沼園地 D―画材紙

C-4 岩崎ひろ子 自然湖の作まい 長野県王滝村。自然湖 自―手漉和紙

C-5 菊地 弘明 渓流の源 青森県・岩木山 D―和紙―雪色

C-6 森 千恵子
音 色

山形県・月山 D妍口紙―雪 色

C-7 森 千恵子 山形県・蔵王どっこ沼 D―和豹賠雪色

C-8 中野 雅代 淡 き 光 長野県・野沢温泉スキー場 D―画材紙

D-1 須田 敏保 夕 照 アメリカオレゴン州。西海岸 D―画材紙

D-2 黒沢 朋之 Magic Hour 長野県・志賀高原 渋峠 D―画材紙

D-3 時田 公夫
静かな夜明け

群馬県・尾瀬 大江湿原 D―ラムダ

D-4 時田 公夫 群馬県・尾瀬 大江湿原 D―フムダ

D-5 萬矢 富康
白秋輝く

秋田県鹿角市 D―画材紙

D-6 萬矢 富康 秋田県仙北市 D―画材紙

D-7 黒沢 朋之
自雲変幻

長野県・志賀高原 横手山のぞき D―画本オ紙

E)-8 黒沢 朋之 長野県・志賀高原 横手山のぞき D―画材紙

E)-9 渡辺まさみ
Show Time

福島県・観音沼森林公園 D―画材紙

D-10 渡辺ま さみ 福島県・観音沼森林公園 D―画 材 紙

D-11 大澤  茂 季節の移い 北海道。オンネトー Dザロ紙 ―雪 色

D-12 齋藤 和子
春の歓び

山形県。西蔵王公園 銀―和紙―雪色

D-13 齋藤 和子 山形県。西蔵王公園 銀―和紙―雪色

D-14 須田 敏保 清 澄 千葉県千葉市・花島公園 D奸晰氏―雪色

ポートレートギャラリー 2020年 4月 7日 (本 )～4月 13日 (水 )

10100～ 18:00(最終日15:00ま で)上 。日。祝11:00～ 18:00※期間中無休

★プリント欄表示の説明 :銀 (フィルム撮影)自 (デジタル撮影 自家処理プリント)

*D/ラムダ(デジタルデータから銀塩印画紙のクリスタルペーパーにレーザー露光した銀塩写真方式のプリント)

*銀/和紙(デジタルデータ化してから、和紙にプリント)

*D/画材紙・和紙 (雪色・芭蕉)(ラボでデータ調整し、各 作画にあつた用紙にインクジェットプリント)

*自 /手漉和紙・アート紙 (竹尾/エプソン/ハーネミューレ等)・ 局紙 (半光沢)(各 自分でプリント)

*ラボ:(株)堀内カラーフォトアートセンター *額装:(株 )フレームマン

2022/4/7

展 示 氏  名 タイ トル 撮 影 地 プリント

D-15 栗崎 光子
陽  春

神奈川県・三渓園 D■縣氏―雪色

D-16 栗崎 光子 沖縄県 ,与那国島 D妍口紙―雪 色

D-17 渡辺まさみ 朝 涼 み 千葉県。印格沼 D―画材紙

D-18 成澤 文和 白糸の競演 茨城県太子町・袋田の滝 Dう口紙―芭 蕉

D-19 森 恵美子
雲 と遊ぶ山々

長野県松本市・美ヶ原 自―アート紙

I)-20 森 恵美子 千葉県君津市・鹿野山 自―アート紙

E-1 山口 真里
小さな命

東京都。多摩川台公園 D新口紙 ―雪 色

E-2 山口 真里 神奈川県。大船フラワーセンター D―不日;低―鷺ヨて色

E-3 菊地 弘明
春の桜・冬桜 競艶

群馬県・鬼石 D―不口紙-7(■

E-4 菊地 弘明 福島県・三春 Dザロ紙 ―雪 色

E-5 刃金 一夫

風の中で

杉並区立中央図書館 D■日紙―雪 色

E-6 刃金 一夫 東京都。昭和記念公園 D■日紙―雪 色

E-7 刃金 一夫 杉並区。大田黒公園 D―不日1砥―璽彙4色

活 動 歴

F-1 桜井 良樹

薔 薇

東京都青梅市 自―アート紙

F-2 桜井 良樹 東京都青梅市 自―アート紙

F-3 桜井 良樹 東京都青梅市 自―アート紙

F-4 中野 雅代
終  極

東京都国分寺 D―和紙―芭蕉

F-5 中野 雅代 東京都国分寺 D―不日;砥―亡:7薫

G-1 天野 喜子
風を見た

浦安市・弁天ふれあいの森公園 D`口紙 ―雪 色

G-2 天野 喜子 柏市。あけぼの山農業公園 D■晰氏―雪色

*キヤノンフォトクラブ東京第1ホームページ http://www.cpCtOkyol_org  当クラブ入会希望の方はホームページ、及び代表の山下までご連絡下さい。 *連絡先 :山下 聡 03-6802-5456


