
NO. 氏  名 作 品 名 　撮影場所 NO. 氏  名 作 品 名 　撮影場所 NO. 氏  名 作 品 名 　撮影場所

9/3 1 相原 　新一 食う 東京 9/11 30 國定 　淳子 昼下り 静岡県浜松 9/20 59 冨永　 豊子 掴めない水 桜木町

(月） 2 青山創太郎 あのね 千葉 (火） 31 久米 　規夫 祝龍・泳ぐ！飛ぶ！ 横浜市 （木） 60 長倉　 行雄 夕映え 茅ヶ崎市
～ 3 荒島 　謙一 満開だー 小田原 ～ 32 黒田 　立夫 寺の守り 金沢区 ～ 61 中島 　幹夫 夫婦善哉 宮崎県高千穂

9/10 4 安藤那智子 内緒話し 追浜 9/19 33 小島爲玖生 寒天に耐える 南足柄市矢倉沢夕日の滝 9/28 62 梨本　 洋子 踊る火花 横浜市

(月） 5 飯島 　和美 悠久の時を 福島・三春町 (水） 34 五老 　輝彦 みなとで団欒 みなとみらい （金） 63 西 江　　弘 海辺のパワースポット 山口県元乃隅稲荷神社

6 飯塚 　信之 花は夜開く ＭＭ２１地区 35 近藤 　智紀 Ｂｌｕｅ　Ｃａｖｅ 荒崎海岸 64 西田　 敏夫 早春 足柄上郡大井町

7 池 田　　玲 渚にて 鎌倉 36 崎原 　俊夫 歳末を奏でる 浅草 65 長谷川康夫 厳冬の祈 南足柄市

8 石塚 　久純 浄土へのいざない 京都・宇治　平等院 37 鹿谷 　元良 落陽 兵庫・南淡路 66 長谷部綾乃 いつもの居場所 秦野

9 石塚 　真弓 夕映え 稲村ヶ崎 38 島﨑 　恒樹 灯り 山手エリスマン邸 67 林　　元 一 影のスケボー技 金沢区

10 井上 　幸三 都市情景 お台場 39 神野 　愛子 拍手喝采 横浜中華街 68 原田 　安子 大沢温泉冬景色 岩手県

11 今田美代子 笑顔は至福 金沢動物園 40 鈴鹿栄三郎 冬枯れ 三浦市小松池 69 原田　 涼子 空中散歩 横須賀

12 岩崎佐代子 一斉放水 横浜港 41 鈴木 　咲絵 もうひとりの私 軽井沢 70 平田　 美子 秋　雨 久里浜

13 岩崎 　泰治 最高潮 戸塚区　八坂神社 42 鈴木修吉郎 マイホーム 大船フラワーセンター 71 二 見　　清 呼吸を合わせて 藤沢市

14 岩佐 　正三 朝日を浴びて 千葉県・養老渓谷 43 鈴木 　茉凛 柴犬マーケット 仙台 72 本田　 恒久 紅葉回廊 松戸　本土寺

15 内田 　賢智 雨の裏町 大阪 44 鈴木 　充子 氷の造形 箱根 73 松尾　 嘉孝 ノスリのホバリング 称名寺

16 内村 　雅則 急カーブを激走 川越ウエストポイントヴィリッジ 45 曽 根　　洋 とどいた～ 根岸森林公園 74 丸川　 文雄 港の春 山下公園

17 榎本 　哲夫 春は曙 岩手県雫石 46 高田 　麻衣 過ぎし日 横浜 75 三﨑　 陽久 滝雲出現 江の島

18 大久保　卓 ポーズ 横浜みなとみらい 47 髙根 　昭八 それぞれの想い 新宿区ミライナタワー 76 宮沢　 智美 火渡り 東京都　品川神社

19 大城 　祥輔 大空に向かって 西区　臨港パーク 48 髙橋 　重範 一斉放水 赤レンガ倉庫 77 宮島 よし子 仲良しこよし 長者ヶ崎

20 太田 　順久 晩秋の登山道 山中湖畔 49 竹ノ内多恵子 バスターミナル 港南区 78 本 杉　　仁 ハマで豊橋魂を見せる 横浜、赤レンガ広場

21 小田 　博文 禊 南足柄市　夕日の滝 50 竹渕 　和子 一瞬の美 八ヶ岳 79 山田　 照彦 青い彩 シカゴ

22 越智 　優心 二頭の龍 愛甲郡清川村 51 立花 　幸子 笑顔でつなぐ 鶴見区鶴見中継所 80 山梨　 雅明 パズルロード 横浜市　野毛

23 加藤 　多美 白雪姫 イスラエル 52 谷口佳世子 はいポーズ 金沢区宮川 81 横内鋼二郎 古民家の秋 川崎民家園

24 金子 　久隆 溢れる笑み 渋谷　NHK前ストリート 53 多屋 　勝雄 深秋の彩 鎌倉　明月院 82 横山美智男 龍舞熱演 横浜市中華街

25 鎌田 　洋子 飛　花 新倉山浅間神社 54 津久井孝身 地区の出初式 磯子区 83 吉田古都美 お出かけ日和 長野県

26 菊地 　康利 女神の目覚め 大船植物園 55 机　　永 治 艶りゆらゆら 横須賀市 84 米尾　 暢人 間一髪！ 大磯・照ヶ崎海岸

27 岸　　和 彦 登髙 富山県立山町 56 綱島 　基之 乱舞 東京都 中央区 85 よねだのぶゆき 春節の街 横浜・中華街

28 北 原　　實 茅葺き屋根の里 富山県南砺市 57 寺井　 康雅 フライ・ミー・トウ・ザ・ムーン 金沢区・釜利谷 86 渡邉　 哲也 雪中湯けむり 岩手県大沢温泉

29 木村 　篤史 夕刻から漆黒へ 立石海岸 58 寺田　 善博 ヴェルニー公園の噴水 横須賀市ヴェルニー公園
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NO. 氏  名 作 品 名 　撮影場所 NO. 氏  名 作 品 名 　撮影場所 NO. 氏  名 作 品 名 　撮影場所

9/3 1 荒島　 謙一 瀬戸のお渡り 瀬戸神社 26 近藤　 智紀 無病息災 富岡八幡宮 51 本 杉　　仁 汐祭：お神楽奉納 金沢漁港

(月） 2 荒引　 敏夫 春の飛翔 称名寺 27 崎原　 俊夫 百花繚乱 海の公園 52 山梨　 雅明 春の足跡 称名寺
～ 3 安藤那智子 どんど焼き 海の公園 28 塩川　 幸久 雪の朝 称名寺 53 横山美智男 春　雨 金沢区

9/10 4 飯島　 和美 黄葉を踏んで 称名寺 29 島﨑　 恒樹 雪中運行 京急金沢文庫駅 54 米尾　 暢人 スーパームーンと八景島 野島町

(月） 5 飯塚 　信之 自然公園遠望 釜利谷西 30 鈴鹿栄三郎 八景の月 八景島 55 よねだのぶゆき 雨上がる 金沢区・平潟湾

6 石塚　 久純 イルカのワルツ 金沢区八景島 31 鈴木　 晃格 光 八景島周辺 56 渡邉　 孝恭 秋日和 称名寺

7 泉澤　 勝武 雨あがり 金沢区 32 髙根　 昭八 夕照のタウン 金沢区並木２丁目

8 岩崎佐代子 夕暮 八景島 33 髙橋　 重範 海を染める華たち 海の公園

9 岩崎　 泰治 休日の朝 称名寺 34 竹ノ内多恵子 船上のお神楽 金沢漁港

10 岩佐　 正三 水再生センター 幸浦一丁目 35 竹渕　 和子 フラでお迎え 八景島

11 上田　 忠彦 願い 瀬戸神社 36 立花　 幸子 なまはげのお正月 八景島

12 榎本　 哲夫 柴遠望 金沢区　柴 37 谷口佳世子 一体感 金沢区富岡

13 大城　 祥輔 称名の晴雪 称名寺 9/20 38 多屋　 勝雄 すべり台への道 金沢自然公園

14 小田島　 隆 干潟を探して 海の公園 (木） 39 机　　永 治 ランチタイム 八景島

15 小田　 博文 元気で大泣き 富岡八幡宮 ～ 40 綱島　 基之 静寂 称名寺

16 鎌田　 洋子 お花見公園 金沢自然公園 9/28 41 寺井　 康雅 桜日和 金沢区・柳町

17 川口　 忠男 水中ハロウイーン シーパラダイス (金） 42 寺田　 善博 平潟湾のある朝 平潟湾付近

18 菊池　 秀樹 月食の日 八景島 43 中原　 節子 野島の朝 金沢八景

19 喜多　 真也 青の世界 旧伊藤博文邸 44 西田　 敏夫 伊藤博文別邸 金沢区

9/11 20 北 原　　實 スリル満喫 八景島 45 原田　 涼子 卯陪従 富岡八幡宮

(火） 21 木村　 篤史 本堂へ続く朱色橋 称名寺 46 平田　 美子 深々と 称名寺
～ 22 久保田直宏 なまはげ参上 八景島シーパラダイス 47 松尾　 嘉孝 花火の雨がふる八景島 横浜　八景島

9/19 23 久米　 規夫 そーれい！　そーりゃ！ 京急富岡駅 48 宮沢 　智美 夕映えのシーサイドライン 野島湾

(水） 24 小島爲玖生 水垢離 金沢区六浦上行寺 49 宮島 よし子 一球入魂 奥座公園

25 後藤　 孝好 ふたりの時間 海の公園 50 三輪　 辰雄 青嵐の称名寺 称名寺
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