特集・ひかるまちなみ

3 映える写真の写し方

2 まちの玄関口を彩る
つなぐ営み/ 一ノ関駅周辺イルミネーション

知ればプロなみ/デジカメ・スマホの撮影テク

イルミネーションの歴史

イルミネーションの起源は諸

駅前広場のブナの木を彩った︒

かつて駅周辺のクリスマスイ

ルミネーションは駅が単独で行

う取り組みだった︒

し か し︑駅 前 の イ メ ー ジ

説ある︒一説によれば︑ 世紀︑

宗教改革で 知られるドイツの

アップを 図り︑駅を 訪れる 人

加しています。今年は 8㍍の足場を組んで光のタ

阿部 徹さ
ん

学びました。
「ないものはつくればいい」を

ワーを増築します。私が学生時代に感じたモノ

モットーに活動しています。市内商店の情

やコトは今でも原動力になっています。今の若い

報を集めたフリーペーパーの立ち上げに携

世代の記録と記憶に残るイベントにしたいです。

profile あべ・とおる
一関商工会議所青年部
一関支部一関発展向上
委員会委員長を務める

一関図書館

一ノ関駅

21

342

平泉駅

室根町矢越
至 気仙沼
456
東北
新幹
線

260

（株）
山仁 花泉工場

東北本線

＊

至 盛岡

東北自動車道

は、人を思うそれぞれの取り組みでできている。

マルティン・ルターが輝く夜空

年部の先輩たちから地域との向き合い方を

至 市内

数は、このまちで暮らす人の営みの数だ。

I-Style

昨年から一ノ関駅前のイルミネーションに参

至 市内

ネーションのように輝きを増す。
「ひかるまちなみ」

わり、情報発信の重要性を肌で感じました。

てきました。10 年たちます。商工会議所青

磐井川

7

Voice

進学で一関を離れ、家業を継ぐため帰っ

一つ一つは小さな光。でも、集まることでイルミ

る街並みが広がる。ぽつぽつとこぼれる明かりの

16

世界に向けて まちの魅力を発 信したい

イルミネーションの情報

高台からまちを見下ろす。眼下にはキラキラと光

さはレンズの
サイズによっ
て異なる。

たちを明るい雰囲気で迎えよ

スマホでも
拡 張 レンズ
を 使 えば 撮
影できる。

黒い紙を星やハートの形に切り
抜き、レンズの前に貼り付けて撮
影するとボケの形を変えられる。
切り抜く大き

19

の星に感動し︑それを子供たち

背景に映る丸いボケは、光の
ピントがボケたもの。明るいレン
ズを使うとキレイに撮影できる。

7. ボケの形を変える

うと︑一関駅前 区商店街や

プラスチックなどの薄くて透
明な板に十字のキズを付ける。こ
の板越しに撮影すると光が十字
になる。詳し
くは「クロス
フィルター自
作」で検索。

6. 丸ボケでファンタジックに

に 伝えようとモミの 木の周り

5. クロスフィルターを作る

関 係 団 体が 取り 組みに 合 流︒

事業者からの協賛を得ながら

ト社会ならでは

にロウソクを 飾ったのが 始ま

日本における 初めてのイル

活動を 継続し︑今年で ９回目

12

実行委員会を 組織した︒地元

︵明
ミネーションは︑１９０３年

となる︒ 月の 上旬に 点灯式

36

りといわれている︒

︶大 阪 市で 開かれた 第５

を 行い︑一関二高合唱部が 清

治

回内国勧業博覧会で行われた︑

部が加わり︑新たに撮影スポッ

らかに聖歌を歌い上げる︒

本 市では︑今から １０３ 年

トを 設 置︒若 者たちを 中 心と

６７００個の 白熱電球による

前の１９１４年︵大正３︶に一

した︑ソーシャルネットワーク

気軽に撮影して世界中と写真を共有できるのもネッ

昨年から一関商工会議所青年

関町営﹁一関電気作業所﹂が開

サービス︵ＳＮＳ︶を使った情報

20

︵＊︶
ものだった︒

業︒送電が開始された︒当時使

シャッター 速度 を 1 〜 3 秒
程度に設定してカメラを固定。
光るもの（電灯など）で暗闇に
文字や図形
を 書 くと 光
の軌跡を撮
影できる。

の拡散を期待している︒

4. シャッター速度の調整

われていた 電球は 直径 ㌢と

大型で︑照明としての活用が主

カメラの設定から「ホワイトバ
ランス」を変更する。例として「晴
天」は赤っぽい温かみのある色、
「白熱灯」は
青 っぽくて
クールな 色
に仕上がる。

だったといわれている︒

カメラの設定から「ISO 感度」
という数値を高くする。数値が高
くなるとザラザラした粗さが立つ
ようになる。
上 げすぎな
いように 調
整が必要。

3. 色合いを変えてみる

駅利用者に大好評

2. ISO 感度を上げる

ＪＲ一ノ関駅は東北新幹線と

ロを使おう。拡張レンズは安価なものでも十分効果がある。

東北本線︑大船渡線が乗り入れ

は広角、被写体を大きく撮影したり、ボケを作ったりしたいときはマク

る接続駅︒本市の玄関口だ︒

レンズは大別すると広角とマクロの二種類がある。室内で撮影するとき

市内ではいち早く 豆電球や

リ、②三脚、③クリップ型の拡張レンズ− を準備しておくとよい。拡張

シャッター速度が 1/30 秒以下
になると手ブレが起きやすい。壁
面にもたれたり、ストラップをピ
ンと張ったり
するだけで
もブレを 軽
減できる。

ムギ球を使ったイルミネーショ

スマートフォンでの撮影には①シャッタースピードを変更できるアプ

1. カメラのブレを減らす

ンを取り入れ︑同駅西口駅舎や

いつもと違う「映える」写真が撮れる 7 つのテクニックを紹介。

平泉

交番
343

18

大船渡線
室根山

21

本宿

室根町津谷川

栗駒山
一ノ関駅

342

284

クリーンセンター
花泉
（有）
ベゴニア園

４

456

至 気仙沼

一ノ関駅周辺イルミネーション

冬のスターマイン

本宿イルミネーション街道

一ノ関駅西口・駅前広場

花泉町日形字上通

室根町津谷川字本宿

2018 年 3 月 31日まで

2018 年 2 月 28 日まで

2018 年 1月 7 日まで

出典／小学館／日本大百科全書
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