
西暦 実施年月 日付 テーマ 場所 最優秀賞 優秀賞 優秀賞または秀作賞 秀作賞または佳作
1974 S49-05 26 明石、岩屋「潮騒｝ 明石岩屋
1977 S52-04 24 ドラマ筍 京都府山城町
1978 S53-02 11～12 越前海岸 福井県越前
1979 S54-05 5～6 有田市、箕島、木造船建造 有田市、箕島
1979 S54-11 25 歌謡映画「旅愁斑鳩にて」 奈良・斑鳩町
1980 S55-11 2～3 余呉湖 滋賀県余呉
1981 S56-03 8 茶筅、柄杓 奈良・高山町 手づくりに生きる（柴谷郁夫） 柄杓（前田茂夫） 柄杓（山形 修）、高山の里（有村 

博）（同点入賞）
－－－

1982 S57-04 25 伏見 京都市・伏見 もうひとつの京都（前田茂夫） もうひとつの京都（山形 修） もうひとつの京都（今井羨美） もうひとつの京都（森 保信）
1982 S57-10 10～11 三州足助屋敷 愛知県・足助町 入選：なりわいのひびき（山形 修） 入選：宿場通りに手仕事の詩が（柴

谷郁夫）
入選：足助紀行（合原一夫） －－－

1983 S58-春 びわ湖周辺 びわ湖周辺・扇骨の里 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ 1位 湖辺の詩（前田茂夫）、
2位 湖国の詩（山形 修）

Aグループ1位 扇の里（今井羨美）、
2位 湖畔点描（宮井 健）

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ3位 早春の湖（那須典
彦）、4位 あど川扇骨（不明）

－－－

1983 S58-11 13 北山慕情 京都市北山町 1位：山形 修 2位：今井羨美 3位：金城氏 4位：江村一郎及び富永の2氏
1984 S59-04 15＆22

の二日間
五個荘 滋賀県五個荘町界隈 Bﾌﾞﾙｰﾌﾟ特選　山形 修 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ 特選：今井羨美、井脇 務、

岡本至弘
Aｸﾞﾙｰﾌﾟ入選：香島　　、江村一郎 －－－
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1984 S59-11 3～4 紙漉きの里・国栖 奈良県吉野郡・国栖 特選：国栖の里（山形 修）、吉野紙
のふるさと国栖（河口禮志）

入選：吉野紙のふるさと・国栖をた
ずねて（岡本至弘）、吉野紙のふる
里・国栖（那須典彦）、吉野国栖の
里（杉之下 敦）

－－－ 参考作品：前田茂夫

1985 S60-05 26 モトクロス撮影会 生駒丘陵 1位：夢追い少女（岡本至弘） 2位：モトクロス（江村一郎） 3位：翔んで翔べ奈奈（今井羨美） 4位：ガール・オンザ・バイク（前田茂
夫）

S60-11 23～24 丹波立杭の里 兵庫県篠山 入賞：丹波立杭焼に生きる（今井羨
美）

入賞：立杭焼きに生きる（那須典
彦）

丹波立杭焼きの里（合原一夫） 参考作品：丹波立杭焼に生きる（河口禮
志）企画担当

1986 S61-05 11 大和描き絵馬絵師 大和高田市 絵馬に魅せられて（合原一夫） 大和の描絵馬（前田茂夫） 大和の描絵馬（今井羨美） －－－
1987 S62-04 19 シャボン玉 淀川辺り 1位：シャボン玉（有村 博） 2位：シャボン玉（今井羨美） 3位：シャボン玉（合原一夫） －－－
1987 S62-秋 石塔寺 滋賀県東近江市石塔町 優秀賞：石塔寺（前田茂夫） 秀作賞：石塔寺（森 保信）、近江路

石塔寺（今井羨美、秋のささやき
（堀池氏）の2本

－－－ －－－

1988 S63-05 3～4 和歌山中紀紀行 湯浅、日の岬、アメリカ村 撮影紀行後始末記（合原一夫）12：
43

ぼちぼち行こら（今井羨美）14：08 －－－ 参考作品：前田茂夫

1989 H01-02 11～12 左義長まつり 近江八幡市 優秀賞：心はいま近江八幡（森 保
信）

入選：近江八幡は今（前田茂夫）、
風光る（辻村定利）

入選：春近し近江八幡（江村一
郎）、心はいま近江八幡（今井羨
美）

－－－

1990 H02-02 11～12 洛北・大原 大原 洛北点描（森 保信） 大原慕情（華岡　汪） 女ひとり（桐田豊繁） －－－
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1991 H03-05 18～19 紀州漆器「黒江ぬり」 海南市黒江 優秀賞：漆器に息づく町（合原一夫） 秀作賞：漆器の町・黒江（今井羨
美）11：00、黒江塗（華岡　汪）
13：10

－－－ －－－

1992 H04-05 31 相生ペーロン祭り 相生市 1位：相生のペーロン祭（前田茂夫）
7：00

2位：ペーロン祭（細見　正）9：00 3位：相生ペーロン祭（華岡　汪）
12：00

－－－

1993 H05-05 23 堺の包丁 堺市 1位：刃物に息づく町（合原一夫）
12：00

2位：堺の包丁（金子博康）14：00 3位：堺刃物（江村一郎）9：40 －－－

1994 Ｈ06- 撮影会実施の記録なし 教育会館（なにわ会館）からホテル
アウーナへ会場移転

1995 Ｈ07-05 27～28 田原凧まつりと喧嘩凧（愛
知県渥美郡田原町一帯）

OMC・関西ｼﾈｸﾗﾌﾞ合同撮影会 1位：田原町の凧合戦（合原一夫）9：
30

2位:田原の凧まつり（関 剛）10：00 3位：田原凧まつり（華岡　汪）
14：00

4位：田原町凧まつり（有村 博）11：16

1996 Ｈ08-06 1～2 長良川の鵜と堰 岐阜県長良川 長良川を行く（前田茂夫）19：20 長良川鵜飼（関  剛）9：25 長良川をいく（有村 博）9：35 －－－

1997 Ｈ09-05 5～6 浜松の大凧合戦 浜松市 浜松まつり　動と静（前田茂夫）9：
15

浜松まつり（江村一郎）9：00 浜松まつり 凧揚げ合戦（奥　宏）
4：00、浜松の響き（合原一夫）
13：45

－－－
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1998 Ｈ10-05 30～31 高野山 和歌山県 霊場・高野山（前田茂夫）9：50 高野山と女たち（安居良枝）9：
40、高野山（合原一夫）13：05  同
点２位

高野山・無情有情（今井羨美）6：
30、高野心象（関　剛）7：50　同
点４位

－－－

1999 Ｈ11-06 5～6 南紀熊野体験博 和歌山県田辺 不思議熊野鼓動（藤原純三）13：20 友美ちゃんの熊野古道体験記（合原
一夫）17：40

古道幻影（前田茂夫）14：40、熊野
古道探訪（今井羨美）13：30、時空
をこえて（安居利次）13：30　３名
入選

－－－

2000 Ｈ12-05 6～7 淡路花博 淡路島 あわじ来て（合原一夫）14：00 ジャパンフローラ（有村 博）7：10 蓮花寺（江村一郎）4：08、大阪花
博と比べて（安居利次）7：15、花
博で思うこと（安居良枝）6：35　
３名入選

－－－

2001

Ｈ13-03

17～18 柳川ひな祭り 福岡県柳川市 柳川ひな祭り（江村一郎）6：45 雛祭考（関　剛）9：45、水郷柳川
（前田茂夫）11：56　同点２位

下げもんめぐり（藤原純三）8：05 －－－

2002 Ｈ14-05 3～4 農村歌舞伎 小豆島 島の響き（藤原純三）16：53 同行二人（関　剛）9：50 小豆島の心根（安居利次）10：20 小豆島の春（河合源七郎）11：45、伝統
が息づく島（前田茂夫）12：18、小豆島
紀行（岡本至弘）11：53、小豆島は今も
（合原一夫）13：55

2003 Ｈ15-05 2～3 無形民族文化財・日野祭り 日野町 日野祭（藤原純三）9：25 日野祭りの頃（合原一夫）14：41 日野祭り（前田茂夫）12：58 日野商人の遺産（安居利次）8：30
2004 Ｈ16-05 3～4 沼島 南あわじ市沼島 沼島島祭り（前田茂夫）11：50 沼島の祭り（関　剛）9：00 沼島（有村　博）13：00 海に入る地車（江村一郎）8：00
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2005 Ｈ17-06 18～19 へら竿つくり 橋本市 匠（関　剛）8：35、紀州へら竿の世
界（合原一夫）14：40（同点2名）

紀州へら竿の里（前田茂夫）13：55 紀州へら竿作り（宮崎紀代子）6：
50

－－－

2006 Ｈ18-06 3～4 余部鉄橋とその周辺 兵庫県香美町 ありがとう余部鉄橋（前田茂夫）13：
44

屋根の上の鉄橋（関　剛）8：55 鉄橋のある郷（進藤信男）12：55、
余部挽歌（合原一夫）11：22（同点
3位）

－－－

2007 H19-05 3～4 垂井曳山祭 岐阜県垂井 曳山の声が響く（関 剛）8：45 垂井・祭りの頃（合原一夫）13：14 垂井曳山まつり（前田茂夫）14：53 垂井曳山まつり（進藤信男）14：58、垂
井曳やま祭りの印象（河合源七郎）10：
05、2008 H20-03 15～16 近江八幡左儀長まつり 近江八幡 近江八幡左義長まつり（前田茂夫）

14：42
左義長燃ゆ（合原一夫）12：07 左義長まつり考（玉井　匀）15：20

　
左義長（江村一郎）6：30

2009 H21-05 30～31 東近江市太凧祭り 八日市 湖東の空に大凧が舞う（前田茂夫）
12：51

大凧の町八日市（江村一郎）6：45 五個荘と八日市大凧上げ（合原一
夫）12：23

大凧にかける夢（進藤信男）14：45
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2010 H22-05 15～16 大井川鉄道とその周辺 大井川沿線 大井川鉄道のＳＬたち（前田茂夫）
15：00

大井川紀行（関　剛）10：00 大井川沿線の旅（宮崎紀代子）10：
00

－－－

2011 H23-05 28～29 白浜 和歌山県白浜 雨天白浜（江村一郎）6：45 白浜・海の叫び（前田茂夫）9：51 雨の一日（宮崎紀代子）6：01 －－－
2012 H24-04 7～8 安土・沙沙貴神社火祭 安土 沙沙貴まつり（紙本 勝）14：10 沙沙貴まつり・大松明奉納（宮崎紀

代子11：31
沙沙貴まつり（進藤信男）21：00 －－－

Sheet1

ページ !6



2013 H25-05 4～5 信楽焼「宗陶苑」 信楽 滅びゆくもの（関　剛）8：45 狸の里・信楽（前田茂夫）14：30 百花の窯（高瀬｣辰雄）10：30 のぼり窯の里（進藤信男）14：57

2014 H26-05 8～9 友が島と加太港界隈 友が島・加太 加太そして友ケ島へ（紙本 勝）15：
00

要塞の島（江村一郎）7：50 加太、友が島の印象（上田吉巳）
12：11

友ケ島から来た神（前田茂夫）

2015 H27-06 4～5 室津 室津港とその周辺 港町・室津（紙本 勝）14：30 おんな港・室津（前田茂夫）14：53 歴史を捨てた港まち室津（河合源七
郎）10：00

室の泊に棹の歌（森口吉正）11：40

2016 H28-05 14～15 美山かやぶきの里 美山町・かやぶきの里
2017
2018

注：過去の一時期には、春と秋との２回の撮影会が実施された。内１回は日帰り、もう１回は１泊２日。
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