２０１８年
・4/1

４月

八王子市寺田町にある榛名神社の御祭禮を撮影しました。大勢のお客様で境内はいっぱい人々でに

ぎわいました。１０年ぶりのご開帳がありました。お囃子・カラオケで静かな山村がにぎわいました。

・4/8・9

群馬県に一泊撮影旅行をしてきました。
高尾より圏央道、関越道で沼田へ、吹割の滝、榛名神社（沼田）、榛名湖

壮大な滝に圧倒されました（動画は後日編集予定です）

榛名湖、手前の建物が「ゆうすげ」宿泊
次の日は榛名神社で神職の方から基本的な事を伺うことができました。
自然に対する畏敬の念を教えて頂きました。（活火山帯に位置している）
参道は車が通れません。三脚とカメラを担いでワイフと息せき切って社務所へ
カメラを構える前に権禰宜さんは話しだされて、あわててセットしました。
外は寒かったです。

・4/15

https://youtu.be/CN7Usc4E6q4 YouTube
新しい Sony MXF-Z150 で４Ｋ撮影した video footage YouTube へアップロード
しました。My Disk top

https://youtu.be/4DgCXIkNhNI
Video editor: Final Cut Pro X, Motion 5

4K Computer monitor: LG Display Co., Ltd.

・4/19 八王子 IT ネットワーク

UD トーク

青木秀仁氏講演（八王子市情報管理課職員在籍）

「シビックテックと情報アクセシビリティ」 －起こせ！イノベーション－

http://udtalk.jp/
音声認識をつかって文章を入力し、認識間違いを手で修正する形でコミュニケーションをとる。
インターネットを介して、他の UD トークや連携アプリと接続し、文字情報を共有することができる。
自治体から企業、大学に至るまで、様々な場所で導入されている。 シャムロック・レコード株式会社 青木 秀仁 Hidehito Aoki
https://youtu.be/i1APgVJwWFQ

・4/20 映像グループ「夢工房」映像発表会

映像作家 12 名が一同に会し視聴者へ挨拶されました。亀戸カメリアホール

・4/22 夏の暑さの日曜日（八王子市みなみ野公園にて）

ゴールデンウィークも間もなくです。野外活動、素敵なテントで楽しみましょう！

4/25

4 月の例会

日本映像制作者協会

ビデオナー・ビズネット

http://www.videoner-biznet.net/index.html
講義のテーマは「小学校のセールスから納品・集金まで」実に細やかなレジュメに写真
入りでなんとなく営業する勇気が湧いてくるビデオタイム「近藤一明」氏の講義であり
ました。学校の児童生徒数により格安の料金を打ち出している所が魅力的です。

・4/27

デザインシンフォニー「相田修一」さんに誘われて名刺交換会に出席しました。

名刺 30 枚瞬く間に交換できました。積極的にセールスする姿勢を教わりました。
コーヒーをのみすぎました。http://www.hachiojiellcy.co.jp/
結婚式のビデオ撮影売込み掛けてきました。担当者は留守でした。

4/28 ASA 朝日新聞 南大沢・堀之内（折込み広告）
講師：大坪みほ「自分史の書き方講座」の映像をビデオ撮影できました。

Amazon 販売 1 位まで取らせた「全捨離のすすめ」その実績を紹介
あなただけの自分史を amazon で販売してみませんか？
https://www.facebook.com/miho.otsubo.39
ご拝読下さり誠にありがとうございました。4 月の my activity です。
以上

Dear readers,
Hi, everyone I am videographer trying to make my certain position on this fields since
ten years ago. At the beginning almost through self-study, accordingly these skill cannot be
insisted normal way or not. But I had certain skill on Personal Computer at the early stage of IBM
called personal multi computer around in 1983.
So, it is easy to understand how to editing the movies on PC, around in 2010.
Now I can say confidently if you master the folloing four steps, you are good videographer.
1. Planning and Interviewing
2. Camera working
3. Editing
4. Narrating
It can be done anyone if you wish to make good movies and also economically low costs. These
composing I had learned from books, but now you can see on internet anytime.
So I think you can make good movies as cheap as possible also necessary to have good friends, etc.
It is very important to complete the story with an interesting anyone say, funny and laughed in a
short time.

Anyway Good Luck!

Thank you very much for reading my poor message, please come to visit my site occasionally.
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