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た。奎議は賢候:こ 憲まれ、菫の期石大構か

ら量の難路城など350度を見漉せる大バ

ノラマの機 を楽しただのち、観洟麓、禁

茂神社を見学して安全に終鰺した。議津さ

んは『高砂歴史ガイドクラプのメンパーの

支機を受け、竃出番で作った二色の石簸物

や、轟濾の鍾蟻が腰を機けて和歌を議んだ

鰺掛器、大麒 菫行華の購と言つた、途中

の史議ポイント篭説朝しなん峰 コース奄巡

り彗したまと轟す。

'壼
誨聯艤クサ壁写豊,[轟証し、■1,11好 111=

革ず暮『等盤ぶJ 援導 :高鶴―彦され

今年の2潟 、子曇命宝殿聾予周辺の採石

艤鰺をテーマにしな写菫震を鋪催L7た。今

鐵で3鸞彗となる鐵震で1ま 66作品を震示.

文イヒ驚料の霧示では昭和30年代:こ壁麟吹

上爾斃命難石に使われな竃曲るの霧壌作菫

などを機影した最ε艤映像や、亀濃露篠灌欝

篭耀介する写菫バネルなど約 1∞ 慮を腐

示した。最優秀作品には、石重がハンマー

で大きなるにくさびを打ち込む婆を豪驚写

真で鍵えた花澤璽丸さんの「患づく儀畿』

が選ばれた。高鶴さんは 鑢 菫だけの懲鷺

ではなく、写真予翻 な機 に残るょぅ

:こ次世代|こ継承してしヽきたtヽ 。覆段は見る

ことができない畿爾なども震ホして轟議種

深鰺てもヽただなヽ奄Jと襲る。

在薄璽真趣ん鍮黎轟「恵づく曇轟」
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