
展示写真の解説/和田義男写真展

タイトル 撮影日 場 所 カメラ 収録作品 解説 北舟の写真俳句番号 /

トンガリロ国立公園にある の火山

00
富士山によく似た 2007 E-510ニュージ ニュージー 2,291m

早春の旅 春日照る山頂未だ夢の中マウント・ナウルホエ 10.18 14-54mmーランド

一度の旅でマッターホルン（ 、ア

01 逆さマッターホルン 2006 E-330
スイス

スイス夏の旅 4,478m）

ルプス最高峰のモンブラン（ 、ユ（リッフェルゼー湖） 07.10 14-54mm 〈前編〉 4,807m）

ングフラウ（ ）のアルプス三名山を4,158m
全て拝めたのは超ラッキーだった。

02 モンブランの偉容 2006 E-330フランス スイス夏の旅

シャモニー 〈後編〉（ ）エギーユ・デュ・ミディ展望台 07.11 14-54mm アルプスの岩山宿す夏の湖01
うみ

笠雲や夏の峰白きモンブラン
03 ユングフラウの勇姿 2006 E-330

スイス
スイス夏の旅 02

ね

眩しきはユングフラウの夏の峰（ ）ユングフラウヨッホからの眺望 07.13 14-54mm 〈後編〉 03

城壁に囲まれた旧市街（パノラマ写真）

04 ローテンブルク 2008 E-3
ドイツ

南ドイツの旅

（中世の宝石箱） 夏木立巡る市壁の幾百年06.17 12-60mm 下

スカイロン・タワー展望台からの絶景

05 ナイアガラ瀑布 2005 E-1カナダ 秋のナイアガ

大地削く滝の轟音ナイアガラ（カナダ滝） 10.05 40-150mm ラ瀑布
さ

氷河の水は若返りの水。一口で 歳

06 アサバスカ氷河 2005 E-300
カナダ

秋のカナディ 10

いにしへの氷河の水を飲み干しぬ（ ）カナディアン・ロッキー アンロッキー10.01 40-150mm

ルイーズはビクトリア女王の娘の名

07 レイク・ルイーズ 2005 E-1カナダ 秋のカナディ

エメラルド氷河の削る湖の色（ ）カナディアン・ロッキー アンロッキー10.02 40-150mm
うみ

世界最大のソグネフィヨルドの一部
08 フィヨルドの大懸崖 2007 E-330

ノルウェー
夏のフィヨ

（ナーロイフィヨルド） ルド探訪 フィヨルドの奥へ奥へと青岬06.11 14-54mm

ニュージーランド最高峰の見事な山頂光

09 マウントクックの 2007 E-410ニュージ ニュージー

早春のアルペングローを仰ぎ見つアルペン・グロー 10.14 40-150mmーランド 早春の旅
山 頂 光

水墨画のような漓江の山水絵巻

10 桂 林・漓江下り
2006 E-330

中 国 霧の桂林紀行
けいりん りこう

墨客の描きし奇峰霧の中11.17 11-22mm ぼっかく

西 行ゆかりの日本一の桜の名所11 吉野・上千本の眺望 2002 E-20奈良県 奈良
かみせんぼん さいぎょう

雲越えて花咲きのぼる吉野山04.06 吉野町 吉野山の桜

天守左の月見櫓から琴やフルートの演奏
12 国宝松本城の夜桜

2007 E-330長野県 国宝

夜桜の彼方に今も烏 城04.11 40-150mm松本市 松本城の桜
か な た からすじょう

歌舞伎座前が鐵砲洲大祭の晴れ舞台

13
歌舞伎座の神輿 2008 E-3東京都 江戸っ子！

歌舞伎座の八重の人垣神輿差し（鐵砲洲大祭） 05.05 12-60mm中央区 鐵砲洲大祭
てっぽうずたいさい み こ し さ

青梅駅前交差点が青梅大祭の晴れ舞台

14 青梅大祭四町競演
2007 E-330東京都 青梅大祭おうめたいさい

山車祭青梅囃子の競ひ合ひ05.03 11-22mm青梅市 ０７'
だしまつり

平安装束を寸分違わず再現

15 御所を出発する牛車 2002 E-20京都府 京都葵祭
ご し ょ ぎっしゃ

諸 鬘のたりのたりと牛車かな（葵祭） 05.15 京都市 速報！
もろかずら ぎっしゃ

麻綱を奪い合い威勢良く鰐口登り16 七日堂裸詣り 2008 E-3福島県 七日堂
な の か ど う はだかまいり わにぐち

初春や白ふんどしの綱のぼり圓蔵寺本堂（菊光堂） 01.07 12-60mm柳 津 町 裸詣りえんぞうじ やないづまち

修験道が今に伝わる武蔵御嶽神社の滝行17
高野山真言宗 2008 E-3東京都 武州御嶽山

ぶしゅう み た け さ ん むさしみたけじんじゃ

白 褌の阿闍梨の気迫滝 禊阿闍梨の滝 行 09.07 12-60mm青梅市 滝行
あ じ ゃ り たきぎょう びゃっこん あ じ ゃ り たきみそぎ

ウインドサーフィンと裸神輿の対比

18 海渡る白 褌神輿 2004 E-1神奈川県 江の島
びゃっこん

海坂に向かふ神輿や白ふどし（江ノ島天王祭） 07.11 50-200mm藤沢市 天王祭
うなさか

上 社拝殿前の斎庭で十五夜祭の相撲神事19 相撲踊り 2007 E-410長野県 諏訪大社
かみしゃ ゆにわ

円陣の相撲踊や胸 叩（ ）諏訪大社十五夜相撲 09.16 11-22mm諏訪市 十五夜相撲
すもうおどり むねたたき

全身濡れ鼠になって加賀の鳶衆を激写

20 加賀鳶はだか放水 2007 E-330石川県 加賀鳶
か が と び

白 褌の放水天に出初式（金沢市消防出初式） 01.07 14-54mm金沢市 はだか放水
びゃっこん でぞめしき


