
Let's take a picture!

撮ってみよう！♯ちのフォト

　日常の風景を写真として残すことが
できるカメラ。最近では、スマートフォ
ンにも優れたカメラ機能が付いてい
て、撮影した写真をSNSで紹介するな
ど、気軽に発信することができます。

　場所や季節によってさまざまな姿を
見せる茅野市では、近所の散歩道です
ら、ふとした時に美しい情景となりま
す。遠くに行かずとも素敵な景色に出
会い、それを記録できるのが茅野市で
写真を撮る楽しさだと思います。

　スマートフォンで気軽に撮影する
人、一眼カメラで本格的に撮影する
人、そんな皆さんには、茅野市の魅力
を一緒に発信してほしい。

　写真を撮っていない人には、好きな
ものの撮影や近所の散歩からでいい
ので、市内での写真撮影を楽しんでみ
てほしい。

　そんな思いから、今回の特集では、
写真の魅力、写真から見る茅野の魅力
を、市内に住むフォトグラファーの声と
ともにお伝えします。
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諏訪地域を中心に素敵な写真を発信 情報サイト「諏訪旅」の編集長

ビーナネット Chino で茅野市の魅力を発信

諏訪カメラ部

写真で伝える
市内フォトグラファーの声

諏訪旅
諏訪旅は、諏訪６市町村の【観光・おでかけ・買い物】
にまつわる情報サイト。
諏訪で暮らす人、諏訪に遊びに来る人がもっとこ
の地域を楽しめるような情報をお届けしています。

及川 結さん

津山 寿文さん

諏訪カメラ部
カメラサークルが見つからない田舎でもカメ
ラやってる人と繋がりたい！ ということから
2015年に２名で発足。現在では、諏訪地域
を中心に県内外合わせて80名近くが所属し
ています。
Instagramで諏訪地域の魅力を写真で発信し
ているほか、自治体への写真提供など、多岐
にわたって写真に関する活動をしています。

諏訪地域を中心に活動するカメ
ラサークル
　諏訪カメラ部（以下カメラ部）は、
2015年に発足したSNSでの写真の発信
を中心に活動するカメラサークルです。
その当時は20代、30代のカメラ好きが
集まるサークルが諏訪地域になかった
ので、始めました。現在では県内外で
80人近くが所属し、茅野市民は20人ほ
どいます。

諏訪地域の魅力を伝えたい
　カメラ部の活動は２か月に一回程度
の撮影会を行ったり、コロナ禍では、
オンラインで写真の撮り方や編集の仕
方の勉強会をしたりしています。
　撮影した写真は各々の Instagram や
カメラ部のアカウントで発信をしてい
ます。多くの方にこの諏訪地域の魅力
を伝えたい、多くの人に知ってほしい、
訪れてほしい、そんな思いで、写真を
撮影して発信しています。

好きなものを撮りに
　茅野市内には、たくさんのカフェが
や、季節ごとの様々な自然の姿があり、
気軽に出かけて撮れるものがたくさ
んあります。また近所で散歩している
だけでも思わず写真に撮りたくなる
ような風景やものが見つかる、そんな
街です。
　今はスマートフォンのカメラなどで
気軽に写真が撮れる時代です。皆さん
には、好きなものを撮りに行くこと、
思い出作りから写真を始めてみて欲し
いと思います。

茅野市内には、写真や動画でその魅力を発信している方々がいます。
その方々がどんなことを思って発信しているのか、どんなことを考えて写真を撮っているのか、
皆さんの声をお伝えします。

ビーナネット Chino
茅野市のインターネット動画サイト。津山さんの
所属する株式会社ヒトヒトプロモーションへ市が
委託して運営しています。
今年はサブチャンネルとして「Fun!Yatsugatake」
がスタートし茅野市や八ヶ岳周辺の魅力を市内外へ
発信しています。

諏訪６市町村の良いところを伝
えるウェブメディア
　昨年５月にオープンした「諏訪旅」
という諏訪６市町村の魅力を伝える
ウェブメディアの編集長を昨年の８月
から務めています。実際にお店に取材
をして、写真も撮影して記事を書いて
います。
雰囲気を知らせる、行動の動機
となる写真を
　最近は、多くの方が検索をしてから
色々な場所へ行く時代になりました。
検索して情報が出てきた時に、お店の
雰囲気や、料理が美味しそうといった
情報を伝えられることが、写真の力だ
と思います。私が写真と文章を組み合
わせて発信することで、人の役に立つ、
この地域を盛り上げることに繋がって
ほしいと思っています。

茅野市の景観に感動
　6 年前に八ヶ岳エコーラインを通って
茅野市に初めて来ましたが、その景観に
感動しました。仕事で日本全国を回って
いますが、景観で感動した数少ない街で
す。現在は市内に住んでいて、すぐにこ
の景観が見られる、季節ごとに変化する
景観を楽しめるのが魅力だと思います。
実際に目で見た感動を伝えられ
るように
　現在、ビーナネット Chino の運用や
動画制作に携わってから 4 年目になり
ますが、視聴者の方に実際に目で見た
感動が、もしくはそれ以上の感動とし
て伝わるように編集でも意識していま
す。テキストでは伝わらないその場所、
その人の魅力を伝えられるのが写真や
動画だと思います。

ゆい

とし ふみ
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スマホでもカメラでも

構図を気にして撮ってみるポイント 1

明るさや光の向きポイント２

キレイな写真を撮るワンポイント

家族で写真を楽しむアクセント

子どもにカメラを持たせてみよう

水平に撮ると

水平を意識して撮ろう

諏訪カメラ部 副部長
清水  雄太さん

諏訪カメラ部 部長
折山  隼斗さん

色々なアングルで撮ってみよう
アングルや構図を気にすることで写真の雰囲気が変わります。

光の向きを気にして撮ってみよう

下から撮影した写真。被写体や空が
ダイナミックに見えます。

上から撮影した写真。食べ物や小物を撮
影するテーブルフォトに適しています。

水平構図（2 分割構図）
写真をまるで半分に分けられそうな
二分割構図。シンメトリーな写真に
良いです。

順光では、被写体に直接光
が当たるため、色や形を
はっきりと正確に描写する
ことができます。青空や
木々を鮮やかに描写する風
景写真に向いています。

逆光は、陰で印象的な写真を作ったり、
全体を明るくして人物をふんわりとし
た雰囲気で撮ることができます。一方
で、レンズに向かって強い光が入るた
め、被写体が暗くなりがちです。露出
補正を活用して思い通りの明るさにし
ましょう。

水平でないと、バランスの悪
い写真になってしまいます。

バランスのとれた
写真になります。
特にこの御射鹿池
の写真では、水面
に映る鏡のように
なっていること
が、水平に撮るこ
とで際立ちます。

ローアングル

スマートフォンのカメラの設定でグリッド線の
表示ができます。これにより水平な写真の撮影
や三分割構図でのバランスの取れた写真が撮り
やすくなります。 ↑清水さんが撮影した写真。罫線の交点に

　被写体を持ってきた三分割構図です。

諏訪カメラ部からワンポイントアドバイス
グリッド線を活用しよう

なぜだか暗い写真になっちゃったって時、
ありませんか？
そんな時はこの機能を使うと簡単に明るく
できます。撮影ボタンを押す前にちょっと
気にするだけでレベルの高い写真へ！

諏訪カメラ部からワンポイントアドバイス
露出補正（明るさ調整）でレベルアップ！

写真の明るさを調整する機能です。撮りたいものが陰で暗くなっ
てしまったときなど、この機能を使うと簡単に明るくできます。
※iPhone の場合　カメラアプリの　　で設定
※AQUOS、Galaxy など Android の場合
　マニュアルモードで画面を上下に指でスライドすると、太陽のマークの

設定バー表示されます。
※Xperia の場合　カメラアプリの設定→色合い・明るさ　で設定

子どもにカメラを持たせると、大人が
しゃがまないと撮れないような視点で
の写真や子どもの発想で撮った驚くよ
うな写真がたくさん見られます。
また、そこで撮った写真を家族で見返
すことも楽しみとなります。
ぜひ、子どもと一緒に写真を楽しんで
みてください。

光源
カメラ

被写体
光源

カメラ

被写体

逆光

ハイアングル

中心に見せたいものを持ってくる構
図。被写体を目立たせることができ
ますが、上手な写真に見せるのは少
し難しい、意外と上級者向けの構図。

日の丸構図

順光

三分割構図
グリッド線の交点に被写体を持っ
てくる構図。非常にバランスの良
い構図とされています。

露出補正　0.0

露出補正　1.3

→iPhone

の
画
面
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茅野市内の写真を紹介
市内で撮影した写真をインスタグラムのアカウントとともに紹介します。
身近な場所から珍しい写真まで。この写真を参考に、その場所へ行って
みる、写真を撮ってみるのはいかがでしょうか。

横内南公園 蓼科大滝 八ヶ岳エコーライン

ビーナスライン乙女滝 冬の東天狗岳

諏訪カメラ部

八ヶ岳　地蔵の頭から望む景色 宮川河川敷左岸の桜 おしどり隠しの滝の紅葉

冠雪の八ヶ岳

茅野市公式インスタグラム

首都圏の 20 ～ 40 代に向けて、 茅野市

の景色や食などの魅力を発信しています。

フォロワーは 3,593 （11 月１日現在）

茅
野
市
の
写
真
を
募
集
し
ま
す
！

♯
ち
の
フ
ォ
ト
を
求
ム

映
え
る

茅野市運動公園望岳の湯　付近

蓼科湖

北山　柏原区

チノクラシ

茅野市の日々の暮らしで見つけた素敵な

できごとや体験などを 「チームちのくら」

のメンバーが発信しています。

問い合わせ　地域創生課広報係　☎72-2101 （内線235）

市内のいいところ、いい写真を教えてください！

応募について

　　応募資格…次のすべてに当てはまる方

●応募規約に同意する方

●写真を市のPRに活用することに

同意する方

●他人の著作権や肖像権に抵触する

ものは応募しないでください。

●新たに撮影をして応募する場合は、

私有地に侵入しないなど、 ルール

を守って撮影してください。

　　注意事項

←応募の詳細は

　 こちらから

茅野市公式インスタグラムで

あなたの素敵な写真を紹介します！

応募期間 1月31日㈪まで

応募方法

１
茅野市公式Instagram

＠chino＿nagano＿officialをフォロー

①

【Instagramで応募】

撮影場所をいれて

ハッシュタグ　♯ちのフォト　をつけて投稿

②

➡リポストして紹介します！

応募方法

２
氏名と撮影場所を本文に入力し、 写真を添付して

koho@city.chino.lg.jpへ送信

【メールで応募】

※写真のサイズは10MB以下にしてください。

➡インスタグラムへ投稿して紹介します！

応募方法

３
地域創生課広報係 （市役所２階） まで、 データを

お持ちください。

【市役所へ持ち込み】

※プリントした写真は受け付けできません。

➡インスタグラムへ投稿して紹介します！
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茅野市内の写真を紹介
市内で撮影した写真をインスタグラムのアカウントとともに紹介します。
身近な場所から珍しい写真まで。この写真を参考に、その場所へ行って
みる、写真を撮ってみるのはいかがでしょうか。

横内南公園 蓼科大滝 八ヶ岳エコーライン

ビーナスライン乙女滝 冬の東天狗岳

諏訪カメラ部

八ヶ岳　地蔵の頭から望む景色 宮川河川敷左岸の桜 おしどり隠しの滝の紅葉

冠雪の八ヶ岳

茅野市公式インスタグラム

首都圏の 20 ～ 40 代に向けて、 茅野市

の景色や食などの魅力を発信しています。

フォロワーは 3,593 （11 月１日現在）
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チノクラシ

茅野市の日々の暮らしで見つけた素敵な

できごとや体験などを 「チームちのくら」

のメンバーが発信しています。

問い合わせ　地域創生課広報係　☎72-2101 （内線235）

市内のいいところ、いい写真を教えてください！

応募について

　　応募資格…次のすべてに当てはまる方

●応募規約に同意する方

●写真を市のPRに活用することに

同意する方

●他人の著作権や肖像権に抵触する

ものは応募しないでください。

●新たに撮影をして応募する場合は、

私有地に侵入しないなど、 ルール

を守って撮影してください。

　　注意事項

←応募の詳細は

　 こちらから

茅野市公式インスタグラムで

あなたの素敵な写真を紹介します！

応募期間 1月31日㈪まで

応募方法

１
茅野市公式Instagram

＠chino＿nagano＿officialをフォロー

①

【Instagramで応募】

撮影場所をいれて

ハッシュタグ　♯ちのフォト　をつけて投稿

②

➡リポストして紹介します！

応募方法

２
氏名と撮影場所を本文に入力し、 写真を添付して

koho@city.chino.lg.jpへ送信

【メールで応募】

※写真のサイズは10MB以下にしてください。

➡インスタグラムへ投稿して紹介します！

応募方法

３
地域創生課広報係 （市役所２階） まで、 データを

お持ちください。

【市役所へ持ち込み】

※プリントした写真は受け付けできません。

➡インスタグラムへ投稿して紹介します！
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