SKY GRAFFITI 2013

作品募集・撮影会等参加者募集

おります。どうぞ奮ってご応募下さい。

の撮影を行います。到着機はレベルかや
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グルになるでしょう。16 運用であれば、
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「 SKY GRAFFITI 2013 」開催にあた

や上となり、この場でしか望めないアン

朝の早い LCC やカーゴ機の向かってく
るタキシングを撮影できます。

季節柄、順光である時間が比較的長く、

昇温すればまず RWY16 運用でしょう。
ヒートウェーブに悩まされる場合もある
かと思いますが、欧州向け長距離便の低
い離陸も狙えると思います。昼過ぎまで
撮影した後は、長めの昼食タイムと自由

り、いくつかの付帯事業を考えています。 時間とし、夕刻 1600 時に再集合、逆

成田航空博物館屋上撮影会
まずは６月１日（土）、予備日翌２日

（日）の日程で、RWY34L アプローチ脇
日本航空写真家協会（ JAAP ）では、写

真展「 SKY GRAFFITI 2013 」を開催し
ます。会期は、2013 年 10 月４日 ( 金

) ～ 10 月 10 日 ( 木 )、会場は富士フイ

ルムフォトサロン東京・スペース 2 と

なります。引き続き 12 月（日程未定）に、
富士フイルムフォトサロン大阪において
大阪展を行います。

これは、航空を活動の場とするプロ写

真家の、２年に１度のグループ展です。
JAAP 写真展では、毎回一般の飛行機

写真愛好家の作品を募集し、審査の後、
優秀作を共に展示しています。今回の写

真展についても、愛好家のみなさんの力
作を募集します。東京展の会場は六本木
のミッドタウン 1F、大阪展の会場は移

転新装となる新会場で、
多くの方々に
「飛
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行機を撮る」面白さや素晴らしさをお伝
えできるよい機会だと思います。ぜひ

我々と共にあなたの力作を展示しません
か？

展示作品は JAAP により厳正な審査を

行ない、優秀作のみを JAAP 会員と同じ

サイズの写真で展示いたします。以下の
応募要領にしたがってご応募下さい。

応募作品のサイズは、より多くの応

募作を求めたいとの観点から、敷居低く
2L サイズのプリントとします。すべて

の作品の裏面に、専用の応募票を添付し
てください。応募票は JAAP ホームペー
ジ内にある PDF ファイルをダウンロー

ドし、それをプリントアウトの上、必要

事項を記入して下記宛にお送りください。
なお、2L 応募作品は返却いたしません

にある航空博物館屋上で撮影会を行い

ので、ご了承下さい。

に依頼し、制作管理は JAAP が行います。 ます。集合は坂下のゲートに 0600 時。

ントを作り、写真展会場に展示いたしま

品質ラムダ・クリスタルプリント）＋額

優秀作に選ばれた方には、JAAP 事務

き）＋展示写真返送料等合計 18,000 円

優秀作は、写真展の品質に見合うプリ

その費用は全紙の場合、プリント（最高

す。

装用マット（額サイズ裏打ち・画像面抜

局からお知らせしますので、オリジナル

となります。

だデジタル・データを改めて事務局へお

ント作業終了後に、展示プリントにつき

項につきましては、入選通知と共にお知

ます。CD 等デジタルデータは返却いた

上、長辺で 4,200 ピクセル（ 200dpi 長

額は、会場に備え付けのものを使用する

のフィルム、もしくは CD 等に焼き込ん

ましては、大阪展終了後にお返しいたし

らせしますが、プリントサイズの関係

しません。なお、写真展会場で使用する

辺 530mm ）
が必要となります。

ため、お返しするプリントには含まれま

同じく全紙です。制作費についても会員

と同じ扱いで、入選者のご負担とします。
プリント制作は、国際規模の写真展な

どのプリントを多数手がける専門ラボ

ければ北風 34 運用で、到着初便頃から

る予定です。

募集人数は 10 人、参加料は特別入

館 料 を 含 み 3500 円 と し ま す。参 加

ご希望の方は、事前に登録が必要です。
airworks@mua.biglobe.ne.jp（ JAAP 会
長）までご連絡下さい。参加の可否、そ
の他のお知らせをお送りします。

オリジナルのフィルムについてはプリ

送り頂きます。デジタルデータの必要事

展示プリントのサイズは JAAP 会員と

特別に早朝から入場させて頂き、運が良

光夕日の撮影を行い、日没すぎまで頑張

せん。

優秀作に選ばれた方につきましては、

今後 JAAP が主催する撮影講習会などへ

の優先案内や、優待などの特典を考えて
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羽田６月船上撮影会
６月８日
（土）
には、久しぶりの B.787

を見る心づもりで、
「羽田６月船上撮影
会」を行います。

現計画では、0800 時北品川船宿集合、

を克服・修正するにはどうしたらよい

内の平日に、JAAP 会員で行います。展

たでもご参加いただけます。

ご負担いただきます。参加希望者には、

作品の撮影者は、その場で自らアピー

すので、写真展展示用画像データのご提

biglobe.ne.jp までご予約下さい。その

管理については、一切を JAAP にお任せ

応募予定・応募しない」
を明記して下さい。

人で、参加者には 2,000 円の会場費を

JAAP から開催場所・開催時刻について
ご連絡いたします。

合同公開審査会では、なぜこの作品を

0900 時撮影海域到着、Ｄ滑走路離着陸

選ぶのか、そこには明らかな理由がある

う時程で撮影会を行います。降雨など不

レクトを進めます。

機を中心に撮影し、1300 時頃帰港とい
適な撮影条件の場合、予備日は翌９日

（日）
とします。両日とも行えない場合は
秋に再計画します。

この船上撮影会は最少催行人員 15

人、その場合、会費 15,000 円、最大
乗船人員（定員）25 人、その場合、会費

はずで、参加者とともに討論しつつ、セ
その作品の骨格、意図や着想を探り、

その作品の長所・見所は何か、あるいは

ネガティブな要因・要素は何か、そこ

か、を語りつつ応募作を見ていきます。
ル・ポイントを語ってもらってもよいし、
JAAP の方から質問もします。ある程度

のトリミングや画像補正をすれば見違え

る訴求力を持つものについては、JAAP

示内定者にはその後直ちにお知らせしま
出をお願いします。展示プリントの制作
いただきます。

また、写真展にかかわる JAAP の活動

会員が持ち帰って作業する、といったこ

については、ホームページや Facebook

このように、一般的なコンテストとは

なお、合同審査会終了後は、参加者と

とも行います。

全く異なる勉強会と考えています。

最終選考は合同審査会終了後の１週間

で随時お知らせしてまいります。

ともにささやかな懇親会を予定していま
す。クリアファイル等に入れた作品ポー
トフォリオなどお持ち頂ければ話題が沸

羽田８月船上撮影会

biglobe.ne.jp（ JAAP 会長）までご予約

られると思います。今回の写真展応募に

すので、事前の会費お振り込みをお願い

展「 SKY MOMENTS 」を予定しており、

下さい。JAAP から詳細をお知らせしま
します。

合同審査会
写真展参加者全員で写真展を作るとい

う観点から、合同審査会を行います。

合同公開審査会については、８月 10

日（土）に東京浜松町で、応募者のうち

参加ご希望の方は、airworks@mua.

際、
「 SKY GRAFFITI 2013 」に「応募済・

この他にも、特に秋から冬にかけては

撮影会を考えています。ときおり JAAP
ホームページをご覧下さい。
http://jaap-net.jp/

日本航空写真家協会
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騰するでしょう。

12,000 円という価格帯で考えています。
参加ご希望の方は、airworks@mua.
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の希望者とともに行います。定員は 20

合同審査会には地方からの参加者もお

は間に合いませんが、来年も JAAP 新宿

次回応募の契機になるよう、８月 11 日

（日）に「羽田８月船上撮影会」を行いま

す。時程・参加料等は「羽田６月船上撮

影会」と同じです。予備日の設定はなく、
撮影不適の場合は秋に再計画します。ま
た、この撮影会は参加定員の半数を合同
審査会参加者枠として設けますが、どな
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