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新年の御挨拶
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◎古塩まさよし﹁市政報告会﹂開催
平成 年度古塩まさよし﹁市政報告会﹂
が６月 日︵日︶綾瀬市オーエンス文化会

◎支部長会開催

支部長会が 月 日開かれ︑１月 日開
催予定の﹁古塩まさよし 新春の集い﹂開
催準備等について話し合われました︒

26

◎忘年会開催

月 日に後援会主催で忘年会が開かれ︑
楽しい時間を過ごしました︒

頃までにさかのぼる︒お寺と坂 真は︑師の得意とするスナップ

で有名な広島県尾道市で︑カメ のみ︒写真を撮り︑尾道に送る

ラを持った私に撮影ポイントを と 厳 し い コ メ ン ト が 返 っ て く

親切に教えてくれた人に出会っ る︒この繰り返しが 年近く続
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やり取りが始まり︑
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みないか︒自分が 年間で得た ら写真展での入選︑入賞を果た

写真のノウハウを︑ 年で伝え すことができた︒とはいえ︑師

たい﹂と持ちかけられた︒気軽 のノウハウを 年で習得すると

に﹁お願いします﹂と返事をし いう当初の目的は果たすべくも

︵次号に続く︶

たことで︑私の挑戦がはじまる︒ な く︑ 私 に は そ ん な 才 能 は な

それからは﹁楽しさ﹂と﹁辛さ﹂ かった︒
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☆古塩まさよしホームページとブログを UP しております。どうぞごらんください。⇨検索 古塩まさよし
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私の写真との出会いは︑ 歳 が同居した日々が続く︒撮る写

館小ホールにおいて開催されま
した︒
当日はあいにくの雨でしたが︑
２４０人もの方々に参加をいた
だきました︒参加者は市政状況の
説明に熱心に耳を傾け︑その後の
質疑も活発に行われました︒

私の写真物語 Ⅰ
古塩 政由
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古塩まさよし後援会

会長 近藤 亘
理︑その結果の立憲民主党
選挙公示前に行われた︒こ

明けましておめでとうご
族ともども健やかな新年を
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上げます︒

投票率の中にあっても︑若
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ないと同じであった︒

年層の自民党支持率が高

でしょうか︒
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かったとの調査結果が示さ

終わりに本年も古塩まさ
絶大なる御理解とご協力を
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れております︒
民進党が事実上解体し︑希

心からお願い申し上げま

よし後援会に対しまして︑
望の党に合流︑しかし︑希

す︒

ベッチャー祭り

尾道

一方︑野党に関しては︑

望の党小池代表の排除の論

趣味 彩歳
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