
 ５月例会は 15日、大沼交流セ

ンターで開催。出席者 14人。 

 諸連絡に続き、早速作品合評

に移りました。 

 

竜神峡こいのぼり祭り 

美濃島和男  

Blue-ray/３分 26秒 

≪作者コメント≫ ６年前の竜

神峡の鯉のぼり祭りです。竜神

峡の駐車場から、険しい山道を

30分位登ったところにある赤岩

展望台からや、ダムの下から撮

りました。ちょうどバンジージ

ャンプもやっていました。 

≪ご意見異見≫ 

＊雄大な鯉のぼりが印象的でし

た。 

＊遠景からだんだんアップに寄

っていく絵作りがいい。バン

ジーと緑の葉での締めもいい。 

 

水 戸 八 景 

小室 政衛  

Blue-ray/６分 

 

 

 

 

 

 

≪作者コメント≫ 水戸徳川斉

昭の水戸八景を映像化してみま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご意見異見≫ 

＊落ち着いた映像と歌詞にあっ

た映像。よく考えたすばらし

い作品と思います。 

＊歴史の勉強になりました。詩

吟が良かった。 

＊水戸八景についての説明あり

がとうございました。看板や

石碑が中心なので、吟の内容

に合った風景がもっと見たか

った。文字の間隔が無くて読

みにくい。 

＊詩吟と風景がとても合ってい

た。 

 

天空の旅人･春をさがして２ 

佐藤 勝男  

Blue-ray/10分 02秒 

≪作者コメント≫ 前回のモー

ターパラグライダーで空撮した

春をさがしてのツーバージョン

です。今回は、風が良くはあり

ませんでしたが、粟原エリヤか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら 16キロ離れた、常陸大宮市 

辰ノ口のソメイヨシノが咲き誇

る桜並木を俯瞰撮影してきまし

た。この時期は気圧の変化が多

くて、かなり揺れました。台風

一号が接近中の気象条件由。け

っして自慢にはなりませんが、

桜前線を鳥の目線で

楽しんできました。 

 

https://youtu.be/O4kiH02-2LE 

 

 

 

 

 

 

≪ご意見異見≫ 

＊命がけの撮影ご苦労様です。

私達ビデオサロンのメンバー

でもこのような撮影ができる

のは佐藤さんだけです。いつ 

も珍しい映像ありがとうござ 
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います。 

＊桜並木の映像が圧巻でした。 

＊長く続く桜並木すごいですね。 

最後の足元の黄色い花をアッ

プで見たかった。 

＊空から見た辰の口の桜並木は

はじめて見ました。 

 

新 緑 の 赤 羽 緑 地  

原田英一郎  

Blue-ray/５分 10秒 

 

 

 

 

 

 

≪作者コメント≫ ５月４日、

６日、赤羽緑地に出向き、公園

の様子を撮影してきました。新

緑の季節の中で、クリンソウや

シャガなどが咲き始めておりま

した。その様子を纏 

めてみましたので

報告します。

https://youtu.be/apctokW0VBE 

≪ご意見異見≫ 

＊緑地というだけあって、いろ

いろな緑があるんですね。こ

まかくいろいろな緑がとらえ

てあり良かったです。 

＊まさにみどり一色ですね。そ

の中でクリンソウの花の色が

際立って感じました。もう少

し短くしてもいいのでは。 

＊きれいな花ですね。今度行っ

てみよう。 

 

第５回ひたち元喜祭り 

豊田 正夫  

Blue-ray/５分 52秒 

≪作者コメント≫ ３月に行わ 

れた、第４回に続いて、４月 17 

日、第５回元喜祭りが行われま 

 

 

 

 

 

 

した。桜の時期も終わり、前回

よりも人出は少なったけれど、

久しぶりの屋外イベントに皆さ

ん楽しんでいたようです。 

≪ご意見異見≫ 

＊音声がすばらしい。どうした

らあんなにはっきりした音声

をとることが出来るのです

か？それとも何か特別な編集

方法があるのでしょうか？ 

＊撮り方まとめ方が勉強になり

ました。 

＊豊田さんの YouTubeで見てい

ます。 

 

大学通りのさくらたち 

豊田 正夫  

Blue-ray/３分 55秒 

 

 

 

 

 

 

≪作者コメント≫ 市内のソメ

イヨシノは葉桜になってしまっ

た４月 21日、大学通りに植えら

れた里ザクラは満開を迎えてい

ました。私の今年の桜レポート

の締めくくりとし 

てご紹介いたしま 

す。 

https://youtu.be/NVOTTz_v2lc 

≪ご意見異見≫ 

＊身近な所にもこんなすばらし

いサクラがあるんですね。 

＊桜のアップが印象的でした。 

 

フラワーパークへ散策 

久保田弘子  

ＤＶＤ/４分 

≪作者コメント≫ 思いがけず 

友人夫婦とドライブし、久しぶ

りにフラワーパークを散策して 

きました。突然だったので iPh 

oneでの動画撮影にチャレンジ

してみました。iPhoneの写真は

きれいですが動画はスマホ用の

ジンバルがあればもっと動きが

スムーズになるのでしょうね！ 

 

 

 

 

 

 

≪ご意見異見≫ 

＊撮影方法、構成のしかた、編

集方法、どれもすばらしい。

今年の映像コンクール特賞間

違いなし、がんばって下さい。 

＊安定した映像でした。 

＊絵作りのセンスがいいですね。

常に画面が動いているのは意

図したものですか？それが不

思議な魅力になっている気も

します。 

＊スマホの便利さが良くわかり

ました。 

 

塩 屋 崎 灯 台  

田﨑  博  

ＤＶＤ/７分 

 

 

 

 

 

 

≪作者コメント≫ 台風のよう 

な強い風で三脚も倒れてしまう

状況で撮影には最悪だった。 
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≪ご意見異見≫ 

＊「喜びも悲しみも幾年月」を

思い出しました。 

＊説明が多すぎてついていけな 

い。展示品ばかりでなくもっ

と風景を見せて欲しかった。 

＊ＢＧＭをもう少し高めにした

ほうが良いと思います（全て

ではないですが）。説明も良

く判りました。 

 

モ ア イ 像 

真弓 喜幸  

ＤＶＤ/４分 22秒 

≪作者コメント≫ 宮崎県日南 

海岸「サンメッセ日南」のモア

イ像をまとめました。前に旅行

に行った時のものです。 

≪ご意見異見≫ 

＊楽しい映像でした。 

＊とにかく見せ方が面白い。真

弓節絶好調！もっと像に近寄 

った映像があっても良かった

のでは。 

＊たのしい動画でした。 

******    ****** 

 今月は発表作品数も少なく、

感想票も４件しか寄せられませ

んでした。例会での意見が活発

にならない原因の一つに、発言

の声が全体に伝わっていないこ

とがあげられるかと思います。

高齢化で耳が遠かったり、席が

離れすぎていたり、マスクをつ

けている、などありますが、何

かいい方法はありませんか。マ

イクを使ってはという意見もあ

りますが…。 

 

 

 

 合評作品のご意見が少なく、スペースがあいたの

で、会員作品を YouTubeで見ることについて書いて

みました。 

 今号でいくつかの作品の作者コメント欄の最後に

URLと QRコードを記載してあります。スマホからは

QRコードで、パソコンではブラウザに URLを入力し

てください。それぞれの作品を見ることが出来ます。 

 URLの入力の際は大文字と小文字、アルファベッ

トのＯと数字の 0の区別を間違えないようにしてく

ださい。 

今後は、毎月の合評作品からいくつかの作品を選

んで YouTubeにアップしていく計画でいます。例会

に出席できなかった方もこちらで見ることが出来る

ようになります。 

URL入力は煩わしいので、近日中にビデオサロン

のホームページから直接アクセス出来るようにする

予定でいます。 

 このほかに、すでに自分の作品を YouTubeにアッ

プしている会員をご紹介しましょう。 

 まず美濃島さんのチャンネルです。８年前からの 

作品 400本以上が、４Ｋ映像も含めた美しい映像で 

 

 

 

ご覧になることが出来ます。 

 

 

https://www.youtube.com/c/TamKyjtt/videos 

 次は佐藤さんのチャンネルです。おなじみの「天

空の旅人」シリーズを始め、６年前からの作品 150

本がご覧になれます。 

 

 

https://www.youtube.com/user/ 

MrUrasimataro/videos 

 このほかにもいらっしゃると思いますが、ご連絡

いただければ紹介いたします。 

 最後に、豊田チャンネルをご案内。まだ内容はあ

りませんが、これから少しづつ 

増やしていくつもりです。 

 

 

https://www.youtube.com/user/toyomasa13/videos 

 我が｢ひたちビデオサロンチャンネル｣も開設しま

す。詳しくは次ページをご覧ください。 
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           に 
ＨＶＳチャンネル開設 

３ページにも書いたように、より多くの人に作品

を見て貰うために、YouTubeにひたちビデオサロン

のチャンネルを開設しました。これから毎月の例会

で発表された作品の中から数本を選んでアップして

いく予定です。これにより、例会欠席者も作品を見 

ることが出来るようになったり、もう一回見てみた 

いということも出来ます。しばらく試験的に続けて 

みますので、皆さんのご意見を 

お聞かせください。 

 

 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCvRW4bi0thCviD6XdhWK2Wg/videos 

近日中にホームページから直接アクセスできるよ

うにいたします。 

40年の歩みを発行しました 
 会発足 40周年にあたり、本会 40年間の活動の記

録を簡単にまとめた冊子を発行しました。 

すでに５月例会出席者には会場で配布いたしまし

たが、欠席された方には本号と共にお送りいたしま

す。 

暑気払いは今年も中止に 
 ８月恒例の暑気払い懇親会は、コロナ対応でここ

２年休んでいましたが、本年も中止とすることにな

りました。ご了解ください。 

 

 

 

 

 

 

▼放送時間▼ 毎日 9:00～、17:15～ 

     ※東海、ひたちなか地区は 11:30～も 

      （111ch 毎週日曜更新 15分番組） 

5/22～ ひたち海浜公園のネモフィラの一生 

(美濃島和男) 

    親水公園の桜と菜の花    (井村泰也) 

5/29～ 新緑の赤羽緑地      (原田英一郎) 

    竜神峡こいのぼり祭り   (美濃島和男) 

6/5 ～ ３年ぶりのダンス競技会   (細川正男) 

6/12～ 天空の旅人・春をさがして２ (佐藤勝男) 

6/19～ 市民空手道大会       (一般投稿) 

 

※最新情報はホームページで 

ご覧ください  ＱＲコード→ 

 

 

 

▼毎週木曜日 18:10～「茨城ニュースいば 6」の中

で放送 

5/12から6/9まで会員作品の採用はありませんで

した。 

今年の水戸黄門まつりは11月に 
 水戸市の夏の華「水戸黄門まつり」コロナの影響

で今年は秋に開催することになりました。 

＊花火大会：10月 22日(土)、千波湖畔 

＊本祭：11月 5日(土)、三の丸を中心に 

 

 

６月例会は 19日開催です 
 早くも梅雨入り、夏近しですが、コロナも下火になっているようで何よりです。気をゆるめない

で過していきましょう。６月例会は下記のとおり開催します。ご出席ください。 

 ● ６月 19日（日）午後１時から 

 ● 大沼交流センター ２階 

内容 ① 連絡、打合せ（今後の予定ほか） 

   ② 会員作品合評（一人 10 分以内でお願いします） 

   ③ その他情報交換など 

＜今月の例会当番＞ １班：真弓、小田切、細川、井村、小林の皆さんご協力ください） 

今月も勉強会は休みです 
そろそろ再開してもと思いますが、取り
上げてほしいテーマをお寄せください。 

ＨＶＳ ch 

今月も勉強会はありません 

                   まもなく募集を開始します 
                今年も             今年も頑張って応募しましょう 

＜ ４ ＞ 


