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小豆島は、瀬戸内で 2 番目に大きい人口約 3 万人の香川県の島です。海

自分たちでイベントを企画したり、撮影の依頼がくるようになったり、

も山もある、田舎も街もある、バラエティに富んだ島です。特産物はオリー

島のいろんな人たちと繋がりができたり、この活動が生み出したことや

ブや醤油、素麺、柑橘、そして瀬戸内海産の魚介も。2010 年からは 3 年

ものはたくさんあります。続けていくうえで悩ましいこともたくさんあ

ごとに「瀬戸内国際芸術祭」が開催され、島内に多彩なアートが点在し

りますが、写真が好きで、仲間と活動するのが楽しくて、だからこそ続

ています。

けられている「小豆島カメラ」です。

その小豆島で写真を撮っているのが、私たち「小豆島カメラ」です。日々

いま地方の人口はものすごい勢いで減っていて、10 年後も今と変わらぬ

の暮らしのなかで出会う、美しい景色、おいしい食べ物、優しい人々を

風景がここにあるとは限りません。だからこそ今の小豆島の美しい暮ら

オリンパスのカメラで切り撮ります。メンバーは現在 7 名。2014 年 4 月

しの風景を記録として撮っておきたい。誰もいない寂しい風景じゃなく

から公式 Web サイトや SNS で 1 日 1 枚写真を発信し始めて 5 年目。公

て、暮らしている人たちがいる、楽しんでいる人たちがいる、そんな風

開した写真だけでも約 1,500 枚になります。

景がこの先も続いていくように、私たちは撮り続けていこうと思います。

小豆島で暮らす女性たちが、日々の暮らしの中で
出会うシーンをカメラで切り撮ります。

＜関連イベント＞

2018 年 10 月 19 日（金）- 10 月 24 日（水）

オリンパスプラザ東京 （東京都新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビル B1F）
時間：11:00-19:00（最終日は 15:00 まで） ※期間中に休館日はありません。

2018 年 11 月 3 日（土）- 2019 年 1 月 6 日（日）

◎小豆島カメラトークイベント in 東京
日時：2018/10/21（日）13:00〜14:00

会場：オリンパスプラザ東京

◎小豆島カメラトークイベント in 大阪
日時：2019/2/16（土）13:30〜14:30

会場：オリンパスプラザ大阪

小豆島・二十四の瞳映画村 （香川県小豆郡小豆島町田浦）
時間：9:00-17:00 休館日：なし

※入場料は無料です。

2019 年 2 月 15 日（金）- 2 月 21 日（木）

※時間は変更になる場合があります。小豆島カメラ Web サイトでご確認

オリンパスプラザ大阪 （大阪市西区阿波座 1-6-1 MID 西本町ビル 1F）
時間：10:00-18:00（最終日は 15:00 まで） 休館日：日曜日
主催：小豆島カメラ
協力：オリンパス株式会社、CHO-CHAN、二十四の瞳映画村、MOTOKO（五十音順）

※トークイベントでは、小豆島カメラオリジナルグッズや小豆島のおい
しい食材の販売もあります！
のうえお越しください。
＜お問い合わせ＞
小豆島カメラ e-mail: shodoshima.camera@gmail.com

http://shodoshimacamera.com
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