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フォトコンテスト審査員　竹　内　敏　信
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総　　評

1943年愛知県生まれ。
名城大学理工学部卒。
愛知県庁勤務の後、フリーとな
る。主として35ミリ一眼レフカ
メラを駆使し、鋭利な感覚と的
確なテクニックで自然の映像化
に挑戦し続ける。風景写真の第
一人者として最も人気が高く、
多くの写真のコンテストの審査
員を務める。写真展、講演会な
ど多数。
主な写真集　「花祭」（誠文堂新
光社）、「天地」「天地聲聞」「櫻」
（出版芸術社）、「天地風韻」（日本
芸術出版社）、「雪月花」（トー
キョーセブン）。
（社）日本写真家協会会員
日本写真芸術専門学校校長
東京工芸大学講師
現代写真研究所講師

　今年も伊豆沼・内沼の自然フォトコンテストの審査を

させていただきました。私がこの審査に関わるのは今回

で18回目になります。これほど長い期間を審査させてい

ただく事は、とてもありがたい事です。それは、伊豆沼

の移り変りが審査を通して、眺める事ができるからです。

作品のレベルはどんどん向上しています。皆素晴らしい

作品ばかりでした。いずれ、今までの応募作品を集め1冊

の作品集を作ることができたらおもしろいと思います。

それほどに作品レベルと伊豆沼の自然も変わってきてい

ます。水と自然を対象にした、コンテスト審査を続ける

事により、後の更生の時代に、伝えるものになると思い

ます。是非、皆様の作品が記録として残る事を期待しま

す。
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最優秀賞（宮城県知事賞）　
「明けの飛び立ち」

渡邊　興次
〔評〕太陽を大きく取入れ、そ
の前に飛ぶマガンや雲の姿
を入れることにより、この
沼の象徴的な姿を捉えてい
ます。とても素晴らしい作
品です。太陽を真中に入れ
るという、当たり前の構図
ですが作品を大胆にし、強
くしています。こういう作
品が、見れることを今後も
期待しています。

〔評〕このイベントを楽しむ女性
の姿が、とても印象的な作品
です。それとレンコンの形と
背景の状況で、このイベント
の様子をよく見せています。
作者自身も恐らく泥まみれに
なっているのではないだろう
かと想像でき、とても楽しく
元気が貰える作品になってい
ます。祭りの捉え方としては
成功していると思います。

金賞（栗原市長賞）
早坂　昭夫「掘ったよ～」
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山内　則義優秀賞  （宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団理事長賞）「テリトリー」
〔評〕沼を背景にトビをストレー
トに取入れた姿が素晴らしい
です。それほど鳥を見事なチ
ャンスで捉えられています。
構図も中央に入れず、やや中
心をずらしているのには賛成
です。背景も丁度良く霞んで
いることにより、この地域の
環境が、ほのかに浮かび上が
っています。シャッターチャ
ンスも的確で、中々魅力的な
作品に仕上がっています。

金賞（登米市長賞）「乱　　舞」 蛭田　敏夫
〔評〕超望遠レンズで狙い、
その前を飛び交うマガン
の姿を面白く表現してい
ます。背景がボケってい
る為、奥行きを感じさせ、
この沼の自然を感じさせ
てくれる作品になってい
ます。シャッターチャン
ス、フレーミングも中々
良い、背景のボケた蓮も
印象的に見せていると思
います。
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銀賞
（宮城県伊豆沼・内沼
　サンクチュアリ友の会
　会長賞）
「群　翔」

佐藤　浩章
〔評〕飛び立つマガン達の姿と背景
の状況でこの沼の雰囲気が、良
く伝わってきます。恐らく天候
は、あまり期待通りではなかっ
たのでしょうが、それが幸いな
ことに朝日が雲の下側を覗かせ
ていることにより、作品自体が
強くなっています。全体的なグ
レートーンの効果で伊豆沼の風
土をイメージさせてくれる作品
です。

〔評〕水面から飛び上がる、二羽の
白鳥を見事に捉えています。そ
の際に、起こる水面の姿、水し
ぶきが臨場感を感じさせてくれ
ます。さらに半逆光のラィティ
ングが見事に白鳥の姿と美しく
見せてくれています。

銀賞
（登米市観光物産協会
　会長賞）
「大空へ」

高橋　利行

銀賞
（栗原市観光物産協会
　会長賞）
「朝日とともに」

小野寺　亨
〔評〕的確なフレーミングで、この
状況を見事に捉えています。と、
いうのは、前を飛ぶマガンの姿
をシルエットで見せ、雲の姿と
背景の状態で奥行きを見せてい
るからです。プリントは、人に
よれば暗いと思う声がでると思
います。しかし、私はこのロー
キートーンの雰囲気が正しいと
思います。なぜならややマイナ
ス気味のプリントが他の作品を
圧していると思うからです。
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銅賞（朝日新聞仙台総局長賞）
「笑　顔」 高橋　松夫

〔評〕レンコンを押さえる老婆の表情で一瞬を飾ってい
る。この笑顔でこの時の気持ちが良く伝わってきま
す。今回は、この全日本栗原伊豆沼レンコン掘大会
の作品が多く入選しました。それはこの作品のタイ
トルと一緒で人々の笑顔がとても印象的だったから
です。人と人の触れ合いがとても良く感じられる作
品です。

銅賞（毎日新聞仙台支局長賞）
「しぶきをあげて」 大友　信次

〔評〕恐らく比率からして６×７のカメラによっ
て、撮影したものと思います。それにしても
見事なシャッターチャンスによって、捉えら
れていると思います。２羽の白鳥の状態を対
が見えて、その場の雰囲気が伝わってくるか
らです。タイトルどおり、水しぶきが面白く
表現されています。

銅賞（河北新報社賞）
「飛　　躍」 阿部　圭吾

〔評〕75歳の方がとても新鮮なイメージで撮影した作
品です。一斉に飛び立つマガンの群れを一枚の写真
で美しく表現しています。半逆光で背景の山やスス
キを入れ、環境と風景を一体化させている。つまり
人、鳥、自然が一体化しているという事です。

銅賞（読売新聞東北総局長賞）
「輝ける朝に向かって」 渡辺　孝男

〔評〕紅く染まった風景の中で、鳥たちの息づかいが聞
こえてきます。朝の光の中で飛び立つ野鳥や樹に止
まる鳥達の息づかいを見事に表現しています。遠方
に見える山並み、紅く輝く水面の姿で、この沼の美
しい姿を良く捉えている。

〔評〕レンコン掘り大会の現場であるが、後ろに掲
げた文字で、この時この場の状況が明確に伝わ
ってきます。本来は、どうしても看板や大きな
文字に意識がいってしまい、作品としてあまり
良くない場合が多いです。しかし、子供達の喜
ぶ姿とこの文字が一つの作品として明解に捉え
られています。そこが評価のポイントです。

入選 「レンコン掘り大会」 菊池　郁子

〔評〕レンコンを採り、喜びの笑顔を画面構成し、
その場の雰囲気を見事に伝えています。作者
に向けてレンコンを差し出す老婆の姿がとて
も印象的です。タイトルにあるように作者も
その想いに応えた作品になっています。

入選 「やったな、、、、、」 鈴木　晁明



６

入選 「夜が明けて」  　伊藤利喜雄

〔評〕飛び交うマガンの姿をシルエットで撮影し、
同時にこの場を幻想的な雰囲気に表している。
一本の樹と横に二人のカメラマンであろう人
物で全体の画面を締め、この場の一瞬を見事
に語った作品です。

入選 「激風に飛ぶ」  　佐々木章逸

〔評〕一斉に飛び立つ白鳥の群れを画面にいっぱ
いに取入れ、同時に背景を流している点が素
晴らしいです。白鳥の群れを逆光で捉え、背
景を流していることで臨場感を演出している
からです。

入選 「目覚めの刻」　  　森　喜博
〔評〕飛び交う伊豆
沼のマガンの姿
を逆光で捉えて、
その場その時の
状況が伝わって
くる作品です。
伊豆沼で発達す
る野鳥達の姿が、
この時の野鳥の
群れや背景の風
景などによって、
見事に物語って
います。

入選 「群　翔」　　　　  千葉忠雄

〔評〕多くの人が狙う撮影場所及び撮影テクニッ
クで見事に成功している作品です。何故なら
太陽を片隅に入れ、飛び交うマガンの群れを
捉えています。この見事な画面構成を評価し
ました。

〔評〕この場の雰囲気が見事に感じ
られます。同時に首を伸ばした
白鳥が画面の中央に居て、光輝
く水面を見事に捉えています。
この時の状況を見事に捉えた作
品に仕上がっています。

入選 「夕暮れに何思う」
　　　　　　　  藤村卓磨

入選 「厳　冬」　　　  佐々木幹男

〔評〕難しい光線状況を
上手く使い、この場
の雰囲気を見事に捉
えています。中央に
飛ぶ野鳥を中心にし
て、霧に包まれる沼
の状態も良く伝わっ
てくる写真です。水
面に姿を見せる野鳥
たちが、この時の状
況を語っています。

入選 「白鳥のメヌエット」　熊谷利昭

〔評〕羽を大きく広げた白鳥の姿が、周りのカモ
の姿と、とても対照的な作品になっています。
何故なら画面構成で白鳥を狙ったのでしょう。
それが、このように大きく羽を広げているこ
とで、白鳥が一際は中心を離れて見えるから
です。


