
第 96回全国代表者会議 

 

平成 24年 5月 9日（火）～10日（水） 

 

場所 沖縄県名護市民会館会議室 

 

出席者 

 

議事録 知花、新城 

 

9日（火） 

17：30～20：45 

 

議長挨拶 

岡村まさる 

こまかいシュミレーション、移動にどれだけ時間がかかるかなど体験し、準備を整える事 

 

会場視察 

 

商社はどこで展示するか？ 

 

十分スペースがあるので２F～１Fへ変更 

 

お昼のランチはどこで？ 

 

近場には何も無いので弁当で 

 

基本的会場には、荷物は持ってこないように！ 

 

預かる個室はありません。 

 

講師控え室があった方がよい。 

 

大部屋で、畳間で OK 

外部講師 3名 

 

 

ビーチパーティー会場へ移動、市民会館から 300メートルのところ。 

 

バーべ Qの説明 

7月１０日前夜祭 テント 8 椅子 50 ブルーシート スピーカーはだめ 

泳ぐのは 6時 30分まで 山羊汁あり  

 



懇親会場ゆがふいん沖縄  

 

ココロをきたえる委員はテントはり手伝い 3時 

 

電気は発電機を準備する 雨が降ったら公民館にて  

夜 8時まで 

 

ビーチパーティーの受け付けは準備します。 

 

集合写真撮影をした。 

 

 

各エリア提案 

6 月１日写真の日に、そういったものがせっかくあるので PGC スケールメリットをを使っ

てアピールしていく、いいのではないか？ 

たとえば同時刻に撮影する、ネットにアップする、日本地図ができてくる、ようなものが

出来ればローカルテレビ局などくいつきもいいのでは？ 

関東はどうですかー？北海道は今どうですか？おぼろげに思っている。 

 

東海 PGC いちかわさん 

２０１４年カンファレンス ご承認いただいたら７月に会議を進める。会場は名古屋 

２０１４年カンファレンスは東海ＰＧＣ決定 

 

６月１日 何かできないか？ 

全国同時にすることがいいのではないか？ 

即実行 

 

各エリアの意見はどうですか？ 

 

北海道地区 山口代表 

個性を出しながら、各写真館がテーマをもって、全国につなげたらいいのではないか？ 

 

東北地区 

全国一斉イベントは大賛成、家族写真をテーマに１日に絞り込んで全国一斉に何かすると

おもしろいのではないか？ 

 

関東地区 小泉代表 

全国同じ日に撮影して、寄付する 

 

 

東海地区 市川代表 

大賛成ですが、あと１カ月弱の期間で何ができるのか？ 

来年以降の話でしたらいろいろと具体的な案を練れるのですけど？ 



 

関西地区 

大賛成、しかし、具体的な案は考えていない。スケールメリットで動く事はいい事、やっ

ていきたいと思う。 

 

 

中国地区 種田代表 

チャリティとかでやるのは聞いたことあるが、同時刻で行う事が、マスコミなどに取り上

げやすいのではないか？ 

 

 

九州地区 

地域によってはなにかイベントをしているところがある、どうせ浸透していないので PGC

で家族の日をつくっては？ 

 

沖縄 

写真の日は誰が決めたのかわからないが、決めた目的がはっきりわかれば何をすればいい

のかわかるのではないか？ 

イベントの方向性がみえるように、スピーディにすすめるのか？ 

 

長谷川 

写真の日のイベント、高野さんと一緒にやってみた。ツイッターで家族の日と呼びかけて

１０件ぐらい、長く細くやろうかと思っていた。 

１年かけてじっくりした方がいいのでは？ 

 

クリスタ 

NHKをうまく使えればいいのでは？昼パパは NHKが取り上げてくれてよかった。登さん

の力を借りてうまく NHKにとりあげてもらえればいいのでは？ 

 

あきば 

長谷川さんのようにツイッターや FBでやるのは間に合うかもしれないが 

１年かけてじっくり計画を立てて、外にアピールできるものを作ったほうがずっと続けて

いけるのでは？？ 

 

 

上山 

今年に真に合わせてやるのであれば、各お店でポスターなどを作り、６月１日に間に合う

ものでいいのではないか？ 

来年から大きくやっていけばいいのでは？ 

 

坂本 

まず出来ることからやってみよう、次の６月１日にでも、それを踏まえて来年からちゃん

とできれば。 



 

林 

２年ほどうちではやっている、６月１日は写真の日だからこそなにをつたえるのか？ 

来年に向けて準備を、絆をひっかけて家族の絆展や昼パパのように。  

 

河田 

写真館検索アプリを作れないか？ 

 

林 

その日に撮ることに意義があるのか？ 

発信することが意義があるのか？ 

ためこんでいるいい写真をのっけてアピールするというのは出来るかもしれないが、 

来年にむけて会員の意見を聞いて発信していったほうがいいのでは？ 

 

田島 

取りかかれるならすぐやった方がいい 

写真館で撮った写真がどんなにいいものかを伝えていく 

 

内山 

写真の日にこだわらない！  

どういう目的で何がしたいのか？ 

スケールメリットをどう使うのか？ 

自分の持っている店舗の個性を生かす方向で、 

写真館のアピール、自分たちをアピール、利にかなう事だったら？ 

賛同したい。 

 

岡村議長 個人意見 

自分のメリットだけを考えてやると、写真の日は伝わらないと思う！ 

６月１日を写真の日という事を知ってもらって、写真を撮る習慣がついてもらえば！ 

また、写真を撮って幸せを感じてもらわなけらば続かないと思う 

フジさんも巻き込みながら、写真の日が伝わっていければ良いと思う 

 

フジ 

富士フィルムの写真の日の取り組み  

昨年から東京ミットタウンで写真の撮り方教室などをやっている。 

写真館とはまだですが、写真の日のポスターを店頭に置く運動はしています。 

 

小貫 

目的は二つ  

写真の日を使ってビジネスするのか？ 

写真の日を広めるのか？ 

その辺を明確にしたら良いと思う。 

また、何とかの日は日本記念日協会で７３５００円払うと作れる。 



 

 

１１月１８日 家族の日がある 

 

長谷川 

クルスタが担当していく事になると思いますが、、 

SNSを使って各自、各店が全国にアピールする方向で、  

各自が同じサーバにいろんな写真をアップする 

全体で同時に撮影すろイベントをやる必要はないと思う 

今年は、FBを使って、写真をUPするような事しかできないかもしれません。 

 

 

岡村議長 

何かやる方向でクルスタの方で企画してください。 

 

 

休憩１０分 

 

 

報告事項 

 

北海道 

２月にやった研究大会は４０名のうち２８名 興味を持ってもらうようにやってきた。楽

しくテンション上げるために 

バンドなどを使ってやってきた。２年間のスケジュールを作りましたが、早め早めにみん

なにスケジュールを伝える 

５月セミナーいけてるスタジオコレクションやって頂く、運営委員会でメールマガジンを

オールメンバーに向けて週３，４回発信、 

新しい事も大切ですが、古い事も大切にして行きたいです。 

 

 

東北  

２月の研究大会７７名のうち５０名参加、今後のスケジュールは来週、動画を中心とした

セミナー、７月に研究大会、絆展８月、運営委員会を２カ月に１回行う予定。 

カンファレンス実行委員会も発足。 

 

関東 PGC 

２月の研究大会１２０名位参加、来週にカレッジで 

バトルロワイヤル、ムービーのワークショップする。 現在８０名の申込  

今年の家族の絆展は新たな取り組みとして各都県ごとにアピールブースを設けるて、各都

県で考えて展示する。 

７月末に家族会というものを開催 家を守っている奥さま、お母さん方と交えてコミュニ

ケーションをとる場をつくる。 



９月に研究大会、４０周年記念式典を開催予定。 

 

東海 PGC  

２月に研究大会、写真を持ち寄りお悩み相談会などをした。この近年ではすごいいい参加。

委員長の方々がすごく頑張ってくれた。 

次の研究大会は専門学校で、生徒さんも交えながら行う予定 

 

関西 PGC 

報告事項は資料通りです。６月カレッジ、１泊２日でバスツアーを取り組んで楽しんでや

っていきたい。研究大会参加率は半分。参加率を上げるためにやっていることは FBを使っ

て早めに告知 

絆展？違った思考として大阪の写真学生と共同で開催予定 

 

中国 PGC 

２月の研究大会の５０％参加率、みんながきたいなと思うショートセミナーを加えながら、

参加率上げたい。研究大会前や後に、みんなに要望などを聞き、 

それを掘り起こして、それをみんなに共有出来るかたちをつくりたい。参加出来なかった

方にも楽しんでいけるようにしたい。 

 

九州 PGC 

九州は熱いと言うイメージがありますが、研究大会の参加は最悪の状況は免れた感じでし

た。PGCへの優先順位も下がっており、今、一生懸命各県を回り、 

賛同を呼び掛けている状態です。何をするか考えてではなく、私に力を貸してください、

と言う思いで今、出来る事から少しずつ広げていきたい。 

6月 5日には研究大会を佐賀で予定しております。 

 

沖縄 PGC 

先日NHKのカメラマンに講師をして頂き、カメラマンの心得などを勉強しました。参加の

方も 17名とありますが、オープン形式でやったため、会員の参加は 10名ほどでした。 

また、カンファレンスに向けて会議を重ねておりまして、会員同士も響き合ってきました。

パンフレットも仕上がりました。 

 

 

クルスタ委員会 

２０ｐに活動報告をしてます。2月にあと 2週間前に委員会を開催しまして、主に FBの外

部発信の講師について、話し合いをもてえいます。また、沖縄カンファレンスに向けての

話も持ち大分盛り上がっています。 

また、SNS の情報発信だけではなく動画を組み合わせた事などあちらこちらからいろいろ

な情報を頂き、とてもいい感じでやっています。 

フォトそだち？とフォトグラファーへの道をうまくくっつけてやって行こうと言う事で、

高野さんが担当でやる事になりました。この件は次回報告できるおもいます。 

 

長谷川委員長 



補足ではありませんが、FBでアピールするだけではなく、アピールする写真が大事と結論

がている。材料として動画をこれから取り入れ、よりスピーディーに伝える。 

 

テクニカルプロジェクト委員会 

２３ｐ活動報告してますが、1月に委員会を開き、一人一人４０分のセミナーを開き、発表

しあいました。また、バトルロワイヤルにつて、会議も開きました。 

各エリア代表へ来年 2月にかけて、バトルロワイヤルのエリア予選をお願いします。また、

決勝大会を 6 月に予定してます。２６ｐのバトルロワイヤルパンフを各会員へまわしてほ

しい。 

来年 2月～6月の間に、撮影技術セミナーを予定してます。また、テクニカルプロジェクト

メンバーで各エリアへ出向セミナーも予定してます。 

 

ココロヲキタエル委員会 

1月スタジオ未来塾を行いました。また、沖縄カンファレンスのお手伝いを前入りして行い

ます。また、セミナーの方で人が輝けば店も輝くをカンファレンスで行いますが、 

８月か 9 月ごろに講師の岡村さんのお店にもうかがって心得を勉強と思います。また、抱

き合わせでセミナーも予定しています。12 月ごろに 1 月にやったスタジオ計画を報告会を

兼ねながら 

行いたいと思います。今年は内向けにセミナーを中心に行いますが、来年はエリアに発信

できるように企画していきたいと思います。 

 

秋葉副委員長 

テクニカルは企画満載で、また成長もすごく楽しみです。またココロヲキタエルの方では

カンファレンスの手伝いをしっかりやって、講師の岡村さんのお店行くと言う事で非常に

楽しみにしてます。 

来年は各エリアに発信出来るようになれば、すごくいいものになると思います。 

 

創造委員会 

現在 10店舗紹介出来る取材をしてきまして、これからも取材を増やしていきます。5月 24

日セミナーろ予定、沖縄カンファレンスで外部講師を予定してます。 

 

幸せ委員会 

沖縄カンファレンスの際に会議をしてまして、9 月にセミナー、11 月に北海道でセミナー

を行いたいと思います。 

 

林副委員長 

創造委員会では、各店を取材していきますので、各エリアにも発信できるようなシステム

を作っていきたいと思います。また、幸せ委員会では、従業員の幸せ、夫婦の幸せ、自分

の幸せの三本柱でやっていきたいと言う事なので 

しっかり勉強して、成果を発表できるようにしたいと思います。 

 

内山 

何をやったらいいか難しいのですが、提案として、今から入社する若者に写真館をアピー



ルする方法を考えたい。 

 

田島 

まだ、コミュニケ―ション不足で、これから話し合いを深めていきたいです。 

 

議長 

難題をぶつけているんですが、写真館の未来を想像して、若い方にこれからの写真がどう

あるべきか伝えていって欲しい。 

 

ウェブ 

愛メールに沖縄カンファレンスの事を載せたいので 6月 11日までに、また１２ｐの冊子を

予定してます。内容は沖縄カンファレンスへの呼びかけ１ｐ、カンファレンス案内を２ｐ、

全国集大成組織図、議長からのメッセージで２ｐ、 

各委員会委員長からのメッセージ２ｐ、各エリアごとに、注目のお店４ｐ、一番最初に各

エリアの代表のお店紹介をしたい。最後に申し訳ありませんが、原稿を 5 月の下旬には提

出して欲しい。 

 

会計 

委員会の補正予算書を必要な場合の申請書を、また今年度の決算書をお願いしたいと思い

ます。また、総務の方から何ですが、皆さんからの資料が送られて来ますが、ワード、エ

クセル、jpgなどデータがバラバラで変換が大変なので、 

PDFに統一したいのでご協力お願いします。 

 

フジフイルム 

家族の絆展 7月 20日東京からスタート、1万人の写真展、一昨年 1万５千、１万７千、今

年は２万枚を集める予定。昨年の動員数は４３万人、今年はそれを上回る目標でがんばり

ます。詳細は各エリア事務局と相談してください。 

宣伝ですが、明日テレビ東京のカンブリア宮殿奇跡と言う番組で「奇跡の構造転換で、攻

めの経営とは」で、フジフイルム社長出演する。 

 

会計補足 

先ほど沖縄カンファレンスに百万円送金しましたので、明日には入金されると思う。確認

お願い致します。 

 

休憩 

 

沖縄 PGC 

神谷実行委員長 

三枚の資料を確認お願いいたしす。確認事項懇親会の功労者授与と卒業式はやらないとい

けないのか？ 

 

議長 

卒業式は、簡単に紹介程度でいいと思います。また、功労者授与は該当者がいればで行い



ます。 

 

神谷 

それでは、出席者の中で、卒業生がいれば、ご報告お願いいたします。 

 

資料についての質疑応答 

 

 

懇親会から閉会式でのスケジュ―ルがもっと詳しく分かればお願いいたします。また、食

事しながらの進行は、避けた方がいいと思います。 

懇親会と閉会式はくっきり分けた方がいいと思います。 

 

神谷 

食事時間も３０分とっているし、特別にこの時間からは食事をしないでくださいと、言わ

なくてもいいと思います。 

 

議長 

スケジュールが、かなりざっくりしてるので、しっかり、作っていた方が良い。 

 

神谷 

今からしっかり作ります。 

 

神谷 

次期開催地アピールですが、１０～１５分とっていますので、必要な物があれば言ってく

ださい。 

 

議長 

閉会の挨拶は誰がやりますか？ 

 

神谷 

まだ決めてません。誰がやった方がいいですか？ 

 

議長 

実行委員長がやった方がいい。 

 

懇親会の９番挨拶はどうなんですか？ 

 

比嘉武雄 

全代会から１人、開催地から１人挨拶いれた方が良いのかと思い入れてますが案なので、

どうでしょうか？ 

 

議長 

細かい部分に関しては、しっかり地元メンバーでしっかり話し合って、みんなが当日分か



るようにしててください。 

 

パンフレット説明 

最初に、各エリア何部必要でしょうか？ 

北海道５０、東北９０、関東２００、東海９０、関西１１０、中国１００、九州１２０ 

パンフ発送は各事務局方へ発送いたします。 

申込用紙は PDFで各エリアにメールで送信いたします。 

 

糸数 

先ほど事業報告抜けてましたので、報告します。本日午前中に、研究大会を無事終える事

出来ました。また、 

パンフ制作で新垣君を筆頭にがんばって頂いた事に感謝もうしあげます。 

申込用紙につきましては、ご指摘がありまして、パンフではビーチパーリーになってるの

で、申込用紙もビーチパーティー 

ではなくパーリーに直します。 

 

議長 

ビーチパーリーの時間帯がパンフと違うので直しとくように 

 

議長 

申込締め切りが、空いているのは？ 

 

糸数 

この場で確認したいのですが、〆め切りは１ヶ月前の６月８日（金）、振り込み〆切り６月

２２日（金）でよろしいですか？ 

振り込み口座の方は、各会員から各エリア口座へ振り込み、各エリアから沖縄へ振り込む

形になります。 

ひな形の方は、事務局の方から各エリアへ送ります。 

 

振り込み日はそのままで良いのですが、今から事務局を通して、また、各エリアへ行って、

会員さんへだと申し込み〆切りが早すぎるので、 

１週間延ばしても？ 

 

〆切りが早すぎると、考える時間もないのでし、１ヶ月先の予定もまだ、はっきり空くか

わからないので、参加率に影響があると思う。 

 

神谷 

沖縄の場合飛行機になっちゃうので、早めに予約取るかたも多いと思うので、また、こち

らとしても名簿や名札など制作があるので、 

なるべく早い方が良い。 

 

糸数 

優先順位を考えると参加率なので１週間ずらして、６月 15日（金） 



 

あと、パンフの文章で五尾がそろってないので、そろえた方がいいと思う。 

 

表記の方法で、一般とはではなく、大人とか小学生以下とかが分かりやすい。 

 

バスツアーはいつ？ 

 

神谷 

11日で、セミナー受ける方は参加できません。 

 

セミナーの所に分かりやす用に講師名を入れては？ 

 

議長 

もし、収容人数を超えてしまったら？ 

 

神谷 

そこまで、考えてませんでした。 

もしくは、会場変更して、当日変更案内板で対応する。 

 

議長 

もしくは、定員人数はきめて第一、第二希望を募った方がいいと思う。 

 

神谷 

早急に改善できるように、努力いたします。 

 

議長 

バスツアーを別枠にしないと、A会員が勘違いしない？ 

 

糸数 

別枠にして、A会員は参加できませんとします。 

 

あと、開会式と懇親会？ 

 

神谷 

間違えてますね、閉会式と懇親会です。 

 

 

パンフのデータをいただければ、先にUPします。 

 

昼食についての案内をちょうと入れてほしい。 

 

神谷 

昼食に関しては、食べに行くにはちょっと遠いので弁当がいいのでは、 



また、弁当屋さん来てもらうか、もしくは発注もできるのでいいのでは？ 

でも、会費に昼食は含まれてないので、実費になります。 

 

これだけの人数なので、万が一弁当が売り切れてないとなってもこまるので、 

最初から発注した方がいいと思う。 

 

神谷 

弁当の注文はこちらでやりますが、集金はどうしましょう？ 

弁当代まで、会費でまかなえますか？ 

 

稲嶺 

参加人数によってですね。 

 

議長 

各エリアでまとめて買っといて、あとで徴収では？ 

 

 

申込用紙にも昼食代別途いくらと記入してほしい。 

 

糸数 

沖縄の場合、弁当は本土にくらべて、安いので飲み物付き 500円でも 

いけると思います。 

 

議長 

確認事項ないですか？ 

 

あと予算は、大丈夫なのか？ 

 

稲嶺 

会場費３９万、講師料１４７万、懇親会費６１万、雑費予備費５０万、バンケット費１５

万、バス代６万で 

１２０名参加でとんとんです。 

 

沖縄の方で各セミナー担当がいるのか？ 

 

議長 

１つのセミナーに付き、一人担当をつけて欲しい。 

 

神谷 

担当付けるようにいたします。 

 

小貫前議長 

糸数始代表、神谷実行委員長並びに沖縄のみなさんお疲れさまです。 



まだまだ、決めなきゃいけない事は沢山ありますが、頑張ってください。 

きっと、素晴らしい大会になるとおもいます。 

また今回テーマが響くと言う事ですが、素晴らしいと思います。 

響くと言えば、音が響く、心に響くとか、深い部分でビビビーと 

来たのが響くですよね！ 

いつも私は、目的について考えてますが、お互いが共有し合って進んでいく。 

岡村議長が言ってましたが、火事の体験をして、生き残ったからこそ、やりたい事 

やっていきたい。と言う事に私も心に深く響きました。 

今回のカンファレンスの響くと言うテーマの中で、みなさんは誰にどう響かせたいのか？ 

もしくは自分は何を響きたいか？と言う事を考えながらやって欲しい。 

表面上だけで成功させるのではなくて、ちゃんとお客さんに響き、それが連破して、また、 

響きが大きければ大きいほど写真館、社会に響いて行くのではないかと思います。 

響くと言う言葉は気にしながら、明日も会議を進めて頂ければと思います。 

 

 

 

２日目 

 

 

議長 

雑談でいいので普段みんなが思っている事いいあいましょう。 

まず、東北カンファレンスについて、 

6月 1日の写真の日に 

小さい事でもやっていこう 

実行するためにどうすればいいか？ 

 

みんなのいろんな意見を考える時間にしたいと思っています。 

 

 

センター移動して、地べたに座ってみんな近寄って 

 

 

東北カンファレンス、500人集めたい 

なぜか？ 

まだ具体的に決まってはいないが、みんなに来て頂いて、震災の時の恩返しがしたい 

特別な大会にしたい 

 

岡村議長  

元気な東北をみてほしい、出てこない人をどうやって出てこらすか？ 

 

ビックサイト的な物を東北に持って行く 

500人は会員だけなのか？家族も含めるのか？ 

 



業界の被災地ツアー 

現地の人にガイドしてもらう 

スパリゾートに行きたい 

フラガールが見たい 

 

内山さん  

大会として人を呼びたいのであれば集客方法 

 

全部とリンクさせる 

この機会にそこにいって何かをする。 

集まる理由を考える 

 

写真の講師がいるか？いないか？鉄板の所はおさえておくと集客しやすいと思う 

 

東北の人とコラボレーション 

FB全国規模 講師紹介 

いろんなニーズを、入り口を多く 

伝わるように 

 

動機づけ 

 

講師をどうするか？ 

行きやすい場所 

 

何を受けたいかアンケート 

各エリア合同研究大会 

キャンプをしたい 

 

1日で浅くてもいいのでいろんな物を受けたい 

 

 


