
ボタニカル・フォトコンポジション

花の写真展
［花作家］橋本和弥・花

はなしょくにん

飾人による

場所◉福島テルサ
福島県福島市上町4-25
2F ロビー
TEL.024-521-1500

10/20日～11/24日
2019 植物は言葉を持たない。

けれど、植物は招く。
植物からの招きとはどういうことか。
花に向き合い50年。
構想12年ののち、
花の代弁者が見つめる
人をいかす花の姿。

花に向き合って50年。
花
はなしょくにん
飾人を名乗る花作家・橋本和弥氏は,

花の代弁者として言葉を持たない花たちの
ヴィヴィッドな色,かたち,姿といった豊かな表情が招く,

その語りかけを日々写真に撮り ,
ボタニカル・フォトコンポジションとしてイケてきました。

類例なき試行錯誤と挑戦の12年間,
花に生かされ魅入られ続けた橋本和弥氏の,

花たちの声なき声を代弁した写真を展示いたします。

9:00～17:00

2019年度（公財）福島市振興公社 賛助会事業

入場無料



◉本展の見どころ
郡山で花屋を営み、フラワー装飾技能士
でもある橋本和弥氏は、花の真

まこと
を撮りた

いと願って12年。
花を写実的な写真として撮るカメラマンは
大勢いる中、カメラマンではない橋本和
弥氏は模索と試行錯誤の末、花を写真
に本

ま こ と
当として描写するイケル＝ボタニカル・

フォトコンポジションという方法に、たどり着
きました。イケルとはコンポジット（composite：

意図的に配置）することです。橋本和弥氏は、
植物たちの写真をイケルことを念頭に、ひ
とつひとつの花、葉、枝を個別に撮影し、
パーツ化した素材をいけばな同様、制作
の意図に基づいて選び、整え、組み合わ
せ、構成し、イケていきます。時季や空間
といった制約から自由になった「いける」
を構想（コンポジション）してつくられる花の
写真です。

◉解説
ふだん花の写真を私たちが見る時、一
つの風景写真として背景を含めた全体
の中に花を見ています。その時、花だ
けに注視しているのではなく全体の雰
囲気を情緒的に見て、感じています。
一方、背景を取り去った花だけの姿に
切り取った写真では、漫然と全体を見
ていた時には見えてこなかった花の表
情や、細部のディティールの美しさがイ
キイキと見えてきます。
それは、背景が取り去られ、ひとつ花
のみに目が注がれるがために、見え、
現れ、開かれる発見です。
街を出て、街灯のない山の頂から見る
星空には、燦 と々輝く天の川が現れる
ように。余計な雑音が取り除かれた音
源からは、聞こえなかった弦楽器を擦
る音までもが生 し々く聴こえてくるように。
あるいは漫然と眺めていたアイドルグ
ループの中に、一人の推しが生まれて、
その推しに注目した結果、その表情、
動きがイキイキと見え、そのグループの
歌や踊りが全く違った新鮮で魅力ある

ものに感じられる体験にも通じます。
背景を捨象することによって花という存
在が備えている豊かな存在感（それは自

己主張する存在感ではなく、控えめに黙する存

在感）が際立ちます。そのように際立っ
た姿に切り取られた写真たちをどのよう
に組み合わせ・構成し、イケルのか。
花一つ一つの本来持つ存在感や魅力
といったものを生かし、それを見る人
が感じられるようイケ、構成し、魅せて
いきます。
そういう意味では、花の真

まこと
を撮り、活

かすことを模索してきた橋本和弥氏は、
表現者というより、花たちの声なき声を
聞こえるように語る代弁者であり、見え
なかったものを見えるよう可視化するデ
ザイナーともいえます。彼は一貫して「花
を表現したい」というテーマを追い続け、
どう表したら、花の本当が現れ、魅せ
られるのか？という試行錯誤の中に愉
しんできました。今回の展示を通してご
覧いただく方々にも、人を生かす花と
の新たな出会いと戯れの中に愉しんで
いただければ幸いです。

作家プロフィール

［花作家］橋
はしもと

本和
かずや

弥・花
はなしょくにん

飾人

▶ 1952年／福島県郡山市生まれ ▶ 1977年／郡山駅
前に㈲フラワーショップやまと開業 ▶ 1982年／ FD研
究室開設 以降、個展多数開催 ◉1級フラワー装飾技
能士習得◉社団法人フラワーデザイナー協会正会員
◉古流松藤会家元教授◉はなしょくにんグループ主宰
◉㈲フラワーショップやまと経営◉福島県能力開発協
会フラワー装飾技能士指導員

福島信用金庫

佐藤工業㈱ 

福島トヨタ自動車㈱ 

ふくしま未来農業協同組合 

• ㈱福島中央テレビ 

• 佐藤工業㈱

• ㈱テレビユー福島

• ㈲三宝環境整備 

• 第一工業㈱福島営業所 

• 福島テレビ㈱ 

• 福島信用金庫 

• 第一温調工業㈱

• ㈱インフォメーション・

 ネットワーク福島 

• 福島地区タクシー協同組合

• ㈱大竹写真 

• 東開クレテック㈱ 

• 阿武隈急行㈱ 

• ㈱プランニングA 

• ㈱ブライトワン 

• ふくしま未来農業協同組合 

• ㈱トータルメディア開発研究所 

• NCV 

• 医療法人いちかわクリニック

公益財団法人福島市振興公社 賛助会員一覧

•福島市観光開発㈱ 
•㈱齋藤電機 
•㈱共和ほけん 
•積水ハウス㈱福島支店 
•福島コミュニティ放送㈱ 
 FM POCO 
•井田興業㈱ 
•（一財）大原記念財団 
•㈱福島映像企画 
•㈱環境分析研究所 
•進和ビジネス㈱ 
•㈱福島放送福島支社 
•福島ネオ工業㈱ 
•文化設備工業㈱ 

•㈲大富建設 
•㈱山川印刷所 
•福島交通㈱福島支社 
•福島ヤクルト販売㈱ 
•明和工業㈱ 
•学校法人福島成蹊学園 
•学校法人東稜学園 
•高湯温泉 吾妻屋 
•桜の聖母短期大学 
•福島機工㈱ 
•㈿福島消防設備点検
 センター 
•㈱丸立渡辺組 
•東北コピー販売㈱ 

•㈲ハタヤ美芸社 
•㈱川上商店 
•㈱松崎 
•㈱ブリリアント 
•福島ノーミ㈱ 
•㈲サン電工
•斎藤孝夫畳店 
•（公財）福島県労働保健
センター 

•アマノ㈱郡山支店 
•㈱日進堂印刷所 
•㈲野木環境設備 
•松本憲子・麻希バレエ　
ダンススタジオ 

•福島ガス㈱ 
•㈱本多工務所 
•福島オート商事㈱ 
•㈱東北メンテナンス 
• JRA福島競馬場 
•㈱プロセス印刷 
•㈱植留緑化土木

•タカラ印刷㈱
•福島貸切辰巳屋自動車㈱ 
•㈱ラジオ福島
•学校法人 三育学園 
•㈱草野測器社
•寿建設㈱ 
•㈲佐藤硝子店 
•㈱オノヤスポーツ 
•㈱小関秀雄商店
•大槻電設工業㈱ 
•㈱アポロガス 
•（一財）東北電気保安協会
福島事業本部

•福島赤十字病院
•陽光社印刷㈱ 
•㈱クリフ 
•㈲プリメッセ 
•（公社）福島市シルバー　
人材センター 

•㈲高橋緑花園 
•㈲光月堂 

•㈲珍満 
•㈱福島まちづくりセンター 
•㈱阿部紙工 
•（一社）福島市公設地方
卸売市場協会

•コバックス㈱
•大和自動車工業㈱ 
•㈲シェーン・アイエス
•フラワーこばやし
•ナブコシステム㈱ 　　　
福島営業所 

• ALSOK福島㈱ 
•いもくり佐太郎 
•（一社）福島市観光コンベ
ンション協会

•天神マッサージ
•学校法人白百合学園　
白百合幼稚園 

•㈱高橋設備工業所
•オークラ工業㈱ 
•茶寮おりおり 

•㈱須南電設
•キョウワセキュリオン㈱ 
•㈲風間材木店 
•㈱春光園プレオ 
•㈲金水晶酒造店 
•㈱ホンダカーズ福島     
吉倉店 

•㈱サガデザインシーズ
•アトリエポポキ大谷望
•ど～る・あ～とコペン　
プッペ大竹京 

•㈱アド・プロダクション
•パセナカMisse 
•㈱東日本不動産鑑定　
事務所 

•㈱西沢書店福島支店
•トヨタカローラ福島㈱ 
•㈱福島マツダ
•県北水泳連盟
•福島学院大学 

《Bプランの会員様》 《Aプランの会員様》

《Cプランの会員様》 《Sプランの会員様》 

※ 2019年 8月１日現在※敬称は略させていただきます。
各プランの記載は順不同となっております。


