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3月例会のお知らせ -■,．ー・.

日

会

内

講

時 平成 31年 3月 28日 （木）

PM 1 8 : 30,..__, 20 : 30 

場 ハロー貸会議室飯田橋駅前

千代田区飯田橋 4-9-9

（第 7田中ビル 9F)

JR飯田橋東口徒歩 1分

会場が前回から変わりました

容 「新製品・ニコンフルサイズ

ミラーレスカメラ Z7・ Z6の紹介」

師 （株）ニコンイメージングジャパン

・ニコン専属プロ写真家

斉藤勝則氏

・ニ ッコールクラブ事務局長

門倉ー氏
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巻頭言

理事長 3期目の就任のご挨拶と
創立 80周年の事業活動 ．

 ． 理事長 大石 古ニ
向 Aふ ． 

本年度より、 3期目の理事長を拝命させて

いただきました。微力ながら 80年の歴史を

誇る当協会を、日本を代表する山岳写真家の

団体として更なる発展を会員の皆様と目指し

て行きたいと思います。

昭和 14年 (1939年）に「東京山岳写真会」

として創立されました当協会は、昭和 23年

(1948年）に「日本山岳写真協会」と改名し

ました。

本年は創立 80周年の節目の年となります。

写真は撮影と同時に作品として発表して世

の中に問うことで評価をいただきます。この

ため、協会として会員皆様の作品の発表の場

を提供することが会員の山岳写真撮影活動の

発展につながると考えています。

発表の場としては、「日本山岳写真協会展」

「選抜展」「各支部写真展」「写真集出版」「カ

レンダー発行」等の活動を行っています。支

部 ・協会本部合同撮影会も各支部に企画して

いただき実施しており会員の相互の親睦を深

めております。さらに、創立 80周年記念事

業にむけて記念事業を推進しております。

「創立 80周年記念事業」

1. 写真集「美山彩嶺皿」出版。記念写真集

として会員の皆様から作品を募集しまし

た結果、 220点を越える作品が寄せられ、

創立 75周年出版の「美山彩嶺II」と同

様な立派な写真集となり ます。

「協会写真展の歴史」の出版。今までの

協会展の歴史を案内葉書、写真展会場等

懐かしい写真で紹介した小冊子の編集を

行っています。会員皆様に配布し ます。

3. 「山岳写真セミナー」記念講演を開催 し

ます。

4. 功労者への表彰を予定してお ります。

［東京都美術館での協会写真展の開催］

日本の美術館として第一級にランクされる

東京都美術館での写真展開催は、個人ではな

かなか発表できない会場でありますので、会

員皆様の作品の発表の場として、多くの参加
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を期待しております。会員以外の一般山岳写

真愛好家にも作品発表の場として、一般公募

を行い入選者の作品を展示して優秀作品には

表彰を行い、山岳写真の普及と新会員入会の

機会を設けてい ます。また、「山岳写真撮影

地ガイド」等をセミナー形式で都美の講堂で

映像を使って紹介しております。今年は 80

周年記念講演として開催予定です。

「選抜展の開催」

組み写真による選抜展も今年の募集は 17

回目となります。一昨年より新募集要項によ

り、組み写真数も 2~4点としました。又モ

ノクロームの作品による組み写真と作品サイ

ズ・点数の自由度を拡大して、新たな表現を

取り入れました。

［各支部展、協会展巡回展］

日本山岳写真協会支部として全国に 7支部

あります。それぞれの各支部に所属している

会員により支部独自の活動を行っており、各

支部が得意とする山域を中心にした作品発表

を、地元の会場での写真展を精力的に開催し

ています。東京都美術館での協会展の作品も

支部展に巡回展示を行っております。協会本

部としても支部活動の積極的な支援を行って

おります。

［支部 ・本部合同撮影会］

当協会は、 山岳地帯に入っての撮影の推進

と会員相互の親睦を兼ねて、各支部順番で担

当して「支部 ・本部合同の撮影会」を毎年開

催しております。昨年は災害等で中止となり

ましたが本年は引き続き関西支部の担当で撮

影地と日程の企画を立てていただいておりま

す。予定は決まり次第会報にてご連絡します。

普段あまり交流の機会の少ない会員同士の親

睦と撮影技術の交流を兼ねて多くの会員の参

加を期待し ます。

「新入会員の獲得推進による会員数の増加」

現在の協会の会員数は約 430数名。昨年の

入会者は 40名、退会者・物故者は 25名で

15名の増加 となってい ます。入会者の多く

は公募展での入選者が多く占めており ます。

退会者は会員の高齢化による健康上の理由で

の退会が多 くなっています。

以上の本年は創立 80周年を記念した事業

活動計画を含めて記載しましたが、他にも多

くの活動の計画のもとで、 当協会として活発

な山岳写真の発展につなげていきたいと思っ

ております。
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日本山岳写真協会

平成31年度総会開催

で

こニ
場

平成 31年 (2019年）2月 3日 （日）

午後 0時～ 2時 30分

所上野精養軒 2階梅の間

（東京都豊島区上野公圏4番地58号）

議事録飯田信義副理事長

岩本直樹副理事長

久保田有信理事司 会

1 開会のことば （司会者）

総会の司会をおおせつかりました総務の久

保田有信と申します。休日にも係わらず遠路

寒いなか各支部長、会員皆様のご出席いただ

き御礼申し上げます。皆様方の御協力で限ら

れた時間のなかで、十分ご審議いただき実り

ある総会にしたいと思います。

＊総会に先たち、総会の議事録作成者 2名を

選出したく、昨年同様、飯田信義副理事長と

岩本直樹副理事長のお二人にお願いしたい

のでご了承をお願いします。拍手で了承さ

れて書記を担当する。

尚、会報やホームページなどの記録と掲載

の為、写真撮影をいたしますのでご了承くだ

さい。

只今より平成 31年度の定期総会を開催い

たします。

2 総会成立宣言 （司会者）

会則第 14 条—3 の規定により名誉会員、
正会員の過半数の出席 （委任状を含む）によ

り成立と規定。

会員数は 12月末現在 439名、本日の出席

者 76名、委任状 227名、出席者合計 303名

で出席率 69 ％で過半数以上と認められ、

本日の総会は成立していると報告した。

3 物故者への黙祷 （司会者）

昨年の総会以後にご逝去されました深澤

和男、相良宝作、笠間幸夫、赤沼淳夫、綿貫

緊、の 5名の方のご冥福を祈り出席者一同黙

祷した。

4 会長あいさつ （橋本勝会長）

皆様、明けましておめでとうございます。

平成最後の総会を迎えて、謹んでお慶び申

し上げます。

昭和 14年 (1939年）に 19名の会員によっ

て誕生した日本山岳写真協会は今年創立 80
周年を目前にして、只今理事長を中心に理事

の皆様と各支部長の皆様が、力を合わせて創

立 80周年の記念写真集と協会展の歴史の 2

冊の出版に全力で取り組んでおります。特に

議
長
の
鈴
木
副
会
長

記念写真集には沢山の会員の参加をいただき

まして立派な記念写真誌になると思います。

また、本日は全国の会員皆様と各支部長さ

んはご多忙のところ、駆けつけて下さいまし

て誠にありがとうございます。

3月 5日 （火）から 3月 10日 （日）まで、

関西支部展が開催「山との対話」に皇太子殿

下として最後の作品が特別出展されます。 ど

うぞ本日参加して下さった皆様が、多くの仲

間をお誘いしていただき、是非とも京都に足

をお運びしてください。

協会ニュースですでにご承知かと思います

が、悲しいニュースがあります。昨年の 12
月 16日合同理事会も終わり、ほっとした月

曜日を迎えました。松本支部の佐々木前支部

長より、赤沼淳夫名誉会員の訃報の知らせが

入りました。昨年もこの時期に穂苅名誉会員

を失ったばかりでした。人柄も良く親切な方

でした。12月 20日の告別式には沢山の協会

会員と共にお別れの挨拶をさせていただきま

した。

大先輩の方が築いてくれたおかげで、日本

山岳写真協会は創立 80周年記念パーティが

9月7日（土）ここ上野精養軒で開催致します。

是非とも本日参加できなかった会員の皆様を

お誘いしていただき、楽しい 80周年をお祝

いしたいと思います。どうぞ皆様方の参加を

役員一同お待ちしております。

本日は誠にありがとうございました。

5 議長の選出の件 （司会者）

会則 14条ー 4には総会の議長は、出席者

の過半数の承認をもって選出すると規定して

いる。

司会者より理事会で鈴木克洋副会長を推薦
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しており 、ご承認をいただきたいと説明した。

異議も無く拍手で承認されて議長席に着き議

事を開始する。

議長挨拶 議長を拝命いたしました鈴木で

す。皆様からご意見をいただき有意義な総会

にしたいのでご協力をお願いします。

議事の進め方につきましては、平成 30年

度事業報告、決算報告、監査報告までは各々

関連があり ますので一活審議としたいのでご

了承ください、質疑はその後お願いします。

■議 事 ■
①平成30年度事業報告（大石高志理事長）

平成 30年度定期総会と新年会は昨年の 2

月4日 （日曜日）に開催しました。

総会には 80名の出席者と委任状 206名があ

り、新年会には招待者 16名、会員 79名の出

席で行いました。

7支部のそれぞれの総会は 1月、 2月と 6

月に開催されました。

定例理事会は毎月の木曜日に協会事務所で

開催、平成 30年度は 1月から 12月まで計

12回開催しました。

議事録は協会ニュースに掲載しました。

支部長を含めた合同理事会は、昨年の 12

月 16日ハロー貸会議室 ・飯田橋駅前にて開

催して「次年度の事業計画案 ・予算案」等の

総会準備を行い、また理事選挙の結果報告と

役員選出を行いました。

この議事録も協会ニュースに掲載されていま

す。

協会最大の事業であります全会員を対象に

した協会写真展と一般公募展は、 3月に作品

募集して 4月に作品審査を行いました。協会

展では会員作品は全倍 220点、全紙 40点、

また公募は全紙 68点を選考しました。

協会展は 8月31日 （金）～ 9月8日 （土）

の8日間 (9月3日（月）は休館日）の開催で、

328点の大作品展を行うことができました。

同時に山岳写真セミナーを開催して、南信

支部 ・津野支部長と東海支部・鎌田支部長の

担当で 2日間講堂にて開催しました。

9月2日 （日）には、上野精養軒で公募の

入選者の表彰と写真展祝賀会を開催、招待者

12名、会員 93名、公募入選者他 17名の参

加がありました。

支部展は 6支部が開催し、関西支部は今年の

3月に京都市美術館で開催予定です。

2017年（平成 29年度）募集の選抜展「そ

れぞれの山」は 2月 15日～ 2月 20日の 6日

間「ポートレートギャラリー」 （四谷）で 13

名の作品による組み写真展を開催しました。

2018年 （平成 30年度）募集の選抜展は今

年の 5月 16日～ 22日に「ポートレートギャ

ラリー」で開催されます。
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大石理事長

2019年協会カレンダーは 4月に審査して

作成、協会展でも販売しました。

月例会 4回、デジタル研究会 6回を行いま

した。

撮影会活動は協会合同撮影会を関西支部担

当で 10月 1日 （月）～ 2日 （火）蓬莱山で

開催予定でしたが、台風と地震災害の為中止

となりました。

各支部撮影会も開催され、活溌な写真作品

作りが行われたと報告しました。

②平成30年度決算報告（小堀彰理事）

報告内容は 5項目に分かれ、平成 30年度

一般会計決算、写真展決算書、選抜展決算書、

]APA展受賞決算、事業会計決算書、などを

説明をした。

＊一般会計の主な収入財源は 406名と家族会

員 3名との年会費、他 36名の公募展の入

会金、その他、前年度繰越金の合計である

と説明した。

＊支出項目は事務所関連費の固定費が27%、

会報費 21%、支部補助費、支部展補助費

16.5%、協会写真展への補助費 14.6%など

が主な出費です。他に定期預金と次年度へ

の繰越金などを報告した。

＊写真展関係では一般会計からの補助金と出

展参加者の個人負担金との合計です。

支出項目は写真展会場費と展示作業費、写

真展パネル製作費、保管料、作品返却料、

公募表彰金の準備費とその他の項目からの

合計と説明した。選抜展決算では出展者の

参加費と一般会計からの補助費が収入金で



ある。支出は会場費 •DM はがき・パネル
製作費、その他諸経費との合計である。

＊授賞基金決算の収入財源は寄付に よるもの

で、優勝者 3名に授賞される表彰状と記念

メタルの制作費用などであると報告した。

＊事業会計決算はカレンダー販売、出版物売

上金と繰越金との合計。支出はカレンダー

製作費や出版物制作費用、チャリティ 寄付

金などが主な出費と説明した。

最後に財産目録は事業区分 （一般事業、写

真展事業、記念事業、出版関係）ごとに銀

行口座が分かれているので参照ください、

その他備品などの内訳についても説明し

た。

③平成30年度会計監査報告

（市場紳太郎監事）

1月 11日協会事務所において会計理事 3
名、大石理事長、の立会いで、会計帳簿類、

領収書、預金通帳などを照合して監査しまし

た。わかりやく整理されて、正確に記載され

ていましたのでここにご報告いたします。

議長より平成 30年度各事業報告・会計報

告に対して特に質疑も無く、平成 30年度事

業報告と決算報告が満場一致拍手で承認され

ました。 12時40分

④役員改選報告（大石高志 理事長）

2年毎の理事改選の候補者 14名の信任ハ

ガキを 9月会報に同封して、 10月末までの

回答を得た、特に意見も無く 280通の過半数

以上の信任回答があり信任が得られたと判断

した。飯島理事は健康上の理由で辞任しまし

た。11月理事会と 12月の合同理事会でも承

認された。会長、副会長の改選はなく、委員

には継続1名と新たに4名の方にお願いした。

31年度の執行部役割分担が決まり説明し

た。

平成 31年度の執行部の役割分担を資料に

基づき説明した。

会長橋本勝 （会統括・渉外）

副会 長 川 井靖元 （企画）・鈴木克洋 （総務）．

花香勇 （写真展）

理事長大石高志 （理事会統括・渉外）

副理事長 飯田信義 （会報）・岩本直樹

（総務）・清水隆雄 （写真展）

理事青山陽子 （総務）・伊藤哲哉 （企画）．

久保田有信 （総務）

小堀 彰 （会計兼写真展）．

上ヶ平裕彦 (I/T兼会報）．

鈴木菊雄 (I/T兼写真展）．

瀬戸口隆司 （会計）・渡辺良 （企画）．

町田佐智子 （写真展兼総務・会計）

委員大村粛 （企画）・杉浦敦哉

（写真展）•関口俊夫 （写真展） ．
曽布川 善ー （写真展）．
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委員吉田仁 （企画）

0各支部長

鎌田則雄 （東海支部長）

北川定 （関西支部長）

高見源彰 （北陸支部長）

津野祐次 （南信支部長）

橋本博之 （両毛支部長）

福島静雄 （山梨支部長）

百瀬典明 （松本支部長）

⑤平成31年度事業方針（大石高志理事長）

主な事業について

創立 80周年を迎える年度について新たに

記念写真集「美山彩嶺 m」と「協会展の歴

史」の出版に取り組んでおります。協会の発

展のため継続的な作品発表の場を確保し、作

品制作の協会活動をより活性化するため下記

事業を推進する。

0定例事業

l 写真展協会展・公募展・選抜展・

各支部展

2 撮影会本部支部合同撮影会・

各支部公開撮影会

3 例会セミナー 年 5回

4 研修会 デジタル研究会 （不定期開催）

5 会議・懇親会 総会 ・新年会・協会展公

募展の祝賀会・定例理事会と合同理事会

6 会報の発行 （年10回）

7 ホームページの拡充と情報伝達の推進

8 日本山岳写真協会カレンダーの制作、販売

0特別事業

＊山岳写真セミナー開催

（協会展併催一般参加可）

0創立 80周年記念事業

＊創立 80周年記念写真集の出版

＊「協会展の歴史」出版

0その他の事業

＊会員相互の情報伝達

＊協会外での会員撮影指導による協会の PR

と新入会員の募集推進

＊理事会組織、支部組織の活動と賛助会社等

の協力で円滑な会運営。

以上の各項目ごとに大石理事長より説明が

あり、質議も無く事業方針が承認されました。

⑥平成31年度事業計画

事業方針に基づき下記の主な事業計画し実

施する。

●写真展関係（清水隆雄副理事長）

協会展は 8月 31日（土）～ 9月8日（日）ま

で上野の東京都美術館にて開催する。

その協会展作品募集は公募展共、 3月 16
日～ 3月 25日まで、 ]APA事務所で受け付

けをする。

すでに 1月会報に同封した。採用点数は協

会展の約 240点、公募展は約 60点の予定。



優秀賞授賞式＝左から風見武秀賞の高見源彰氏、 H氏賞の関口俊夫氏、橋本勝会

長、羽田栄治賞の金起換氏の四氏

作品審査は 4月 6日（土）～ 7日（日）を協

会事務所で審査委員会と関係者が担当する。

＊カレンダー作品の受付は ]APA展と異な

り4月 13日～ 4月 17日受付で審査は 4月

18日を予定している。

＊選抜展は今年の 5月 16日（木）～ 5月22日

（水）まで四谷のポートレートギャラリー

にて 13名の全紙・全倍の組写真として開

催する。作品応募は 6月下旬で審壺は 7月

初旬を予定。また山と 渓谷誌などに PRの

掲載依頼。

平成 31年度の各支部展は 7支部で開催す

る。その展示スケジュールを説明した。

2月の東海支部展 （富士フイルムフォトサ

ロン名古屋）から、 3月に関西支部展 （京都

市美術館・別館）、6月に両毛支部展 （前橋

市民文化会館）と山梨支部展 （山梨県立図書

館）、7月は北陸支部展 （富山県民会館）、9

月中旬南信支部展（長野県伊那文化会館）、

10月下旬松本支部展 （松本市美術館）を各々

開催を予定していると報告した。

●事業計画（渡辺良理事）

＊月例会は公開で年 5回開催を予定してい

る。会場は主に「ハロー貸会議室飯田橋駅

前」を予定。
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テーマは賛助会社のカメラメーカーや会員

講師、また著名な外部講師など。開催日や

内容については会報やホームページに予告

掲載する。

今年最初の例会は 3月28日ニコン新製品

の紹介予定、 5月以降の月例会のテーマは

未定。会員外も参加できるので皆さまの知

人参加をお待ちしています。

＊定期総会と新年会は 2月3日開催で、会場

は上野精養軒で開催。

＊山岳写真セミナーは協会展と開催期間中の

9月3日～4日、東京都美術館講堂で （橋本

会長と鈴木副会長）が講師で計画している。

＊合同撮影会は関西支部主管で日時、場所な

どを計画が決まり次第、理事会でも検討する。

＊創立80周年記念式典では 9月7日（土）で

上野精養軒で協会展・公募展祝賀会、功労

賞表彰は 3階ホールで開催予定。 公募表

彰式は 2階で開催予定をしている。

＊デジタル研究会は不定期開催で主に ]APA
事務所で勉強会と屋外の山岳地での撮影活

動を予定。

＊人気がある山岳写真カレンダーの制作販売

の継続と百名山 3年山の手帳の作品募集を

計画している。

⑦平成 31年度予算（小堀彰理事）



写真左から鎌田東海支部長、津野南信支部長、福島山梨支部長、北川関西支部長、

高見北陸支部長、橋本両毛支部長、百瀬松本支部長。

事業方針と事業計画に基づき、一般事業計

画と写真展関係の事業について予算を計上。

0一般会計予算

収入では、会員の年会費と、公募の入会費

が主な財源である。会員数が徐々に増えてい

る。会員 405名と家族会員 3名、公募展の入

会金 35名分を想定した予算を計上した。

支出では固定費に事務所関係、会議費、交

通費、事務印刷、備品などで約 38%、会報

関係 24.5％支部補助関係で 15%、写真展補

助費 16%、その他である。

* 80周年記念事業計画については、事業の内

容が確定したので事業関係費として計上し

た。

特別事業以外、全体的に昨年度の実積を基

に各項目にわたり予算を計上したと報告。

0写真展関係

＊収入では一般会計から補助費と公募展審査

料、応募者の写真展参加費の合計が収入金

である。

＊支出では写真展会場費、展示パネル製作費、

取り付け作業費、プログラム印刷代、キャ

プション看板類、作品梱包返却料、巡回展

送料、公募展パネル制作料、公募表彰関係

費、作品返却料など。

＊選抜展は一般会計からの補助費と参加者出

展料からで、支出は写真パネル製作費、会

場費、 DMはがきその他諸経費です。

＊優秀賞受賞基金予算の財源は寄付金で優秀

作品の三賞の表彰関係費などを計上したと

報告した。
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＊事業会計予算はカレンダー売上金などが財

源で，支出は 80周年記念事業での招待者

関係費、永年表彰などの式典費、記念写真

集出版、「協会展の歴史」出版関係費など、

カレンダー制作費、他出版物、チャリーティ

販売寄付金などを計上したと報告した。

平成 31年度の一般会計予算、写真展関

係費、選抜展予算、優秀作品表彰関係予算、

80周年記念事業予算について特に質疑も

無く、平成 31年度の事業計画と各予算案

が満場一致で拍手で承認された。

⑧ホームページについて （鈴木菊雄 理事）

＊毎月末から月はじめに更新作業している。

管理運営と更新作業を 2名で分担して作業

をしている。

＊主な変更は本部別館 （アーカイブ館）がプ

ロバイダーの閉鎖に伴い、新しいアドレス

に移動予定（期限は 3月31日まで） トッ

プページから入館する場合は問題ありませ

ん。別館に直接入る場合は新アドレスとな

ります。

＊表紙の更新と全般の更新、毎月のホーム

ページの更新は鈴木菊雄理事が担当。

＊ギャラリー頁別館と SNSの運営は上ヶ平

理事が担当している。

表紙関係は本部の写真展から選択する。月例

会など支部展関係も掲載。

＊会員の個展や出版なども PRとして掲載し

ている。個展や支部行事など PRの掲載希

望者は早めに担当理事まで連絡してほし
ぃ。



＊支部関係のホームページは支部独自で運営

しているので疑問点は各支部に問い合わせ

願います。。

＊ホームページば情報提供のみなので他の情

報システムのフェ ースブックなどとリンク

も計画したい。

⑨創立 80周年記念事業 （案）

（大石高志理事長）

0記念山岳写真集出版 （プロジェクトチーム

4名で活動）

写真集参加希望者を 8月会報に参加募集の

はがきと募集要項を告知した。11月末まで

に作品を募集した。参加者は 229名で応募数

560点であった。

31年 1月 13日に応募作品の選考会を写真

展審査委員会5名とプロジェクトチーム 4名、

ほか 3名で開催した。その結果採用した 229

名の作品の内訳は、デジタル 133点、フイル

ム96点となり、 3月 15日までに掲載作品と

記載事項の本人に確認依頼をお願いしてい

る。7月末出版の予定で進めている。

0「協会写真展の歴史」出版計画

（清水副理事長）

75周年の時は協会の歴史を纏めたモノク

ロ版でしたが、今回は協会写真展をテーマに

したカラー版で約 40ページで企画した。

会員 1人 1冊を無償で配布する。追加希望は

有料の予定。（価格未定）。 出版は 7月末を予

定する。

⑩其の他

0契約宿泊施設について（参考資料として添

付） 担当川井靖元副会長

＊北アルプスや後立山などを中心に九州から

北海道まで、全国 80カ所の山小屋と割引

契約をしている。

＊当協会と山小屋の管理者と毎年契約更新は

しておりません。また山小屋はいろいろな

登山団体や写真団体、大手のスポーツ用具

販売会社などと独自の契約をしておりま

す。また小屋独自で割引価格変更や割引中

止をしている山小屋もあります。

＊ご利用の際は協会発行の身分証明を提示

し、 トラブル防止のため、価格確認してか

らご利用ください。最近は 500円割引が多

くなりつつあると報告した。

⑪議長退席

皆さんのご協力で時間内に無事終了するこ

とができました。御協力ありがとうございま

した。議長を退席いたします。

午後 1時 30分終了

6 優秀賞授与式（花香副会長・清水副理事長）

都美術館で展示された 240点の中 より、審

査委員会の会場での選考会で 3名の作品が推
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薦された。

総会の席で会長より優秀賞の賞状と記念の

メタルが授与されました。

0風見武秀賞高見源彰氏「長次郎谷光

と影」 北アルプス剣岳長次郎谷より

0羽田栄治賞金起換氏「燃える夕焼け」

フランスシャモニー

OH氏賞関口俊夫氏「宙を見上げて」

北アルプス燕岳イルカ岩付近

3名の方受賞おめでとうございました。今

後のご活躍を期待しております。

1作品講評 I

鈴木克洋審査委員長より、推薦された 3点

の作品について、作品ごとに評価された点な

ど丁寧にわかりやすい説明が行われました。

7 各支部紹介（司会者）

0東海支部（鎌田支部長）来年支部創立 40
周年を迎える。名古屋市の夏山フェスタに

も参加を計画。

0南信支部（津野支部長） 1月 26日総会を

開催した。今年 25周年を迎える。イベン

トを計画中。

0山梨支部（福島支部長）創立 37周年を迎

えるので諸行事を計画している。

0関西支部（北川支部長） 3月 5日から関

西支部展が京都市美術館・別館にて開催さ

れます。

合同撮影会が昨年自然災害で開催されず、

今年も再び計画を予定します。

0北陸支部 （高見支部長）前支部長の笠間

氏が逝去された。会員活動も括性化してい

ると報告した。

0両毛支部（橋本支部長） 44名会員が活動

している。今年の事業計画などを報告した。

支部長が6月総会で交代する。

0松本支部 （百瀬支部長）今年の事業計画

などを報告した。

8 新入会員の紹介（岩本直樹副理事長）

今年の新入会員は 40名、主に公募展で入

会されました。退会者 24名、逝去された方

5名と報告した。また、本日の総会に出席さ

れた新入会員の 3名 （片山響氏・清水俊

一郎氏 ・察 螢氏）の方が紹介され、山歴や

写真歴などの活動報告と、これからの抱負に

ついての自己紹介がありました。

今後とも会の事業に積極的に参加していただ

くようご協力ください。

9 閉会のこ とば （司会者）

皆様のご協力で審議が大変スムーズに進行

いたしました。ありがとうござい ました。

これにて平成 31年度の総会を閉会いたし ま

す。 午後 2時 10分終了



―‘“““““““““““”““““““““““““““““““““““‘“““““““““““--
平成31年JAPA新年会開催

‘“““““““”““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““--日時平成31年2月3日 （日） 15 : 00,...,_, 1 7 : 00 

場所 上野精養軒

恒例の平成 31年日本山岳写真協会の新年

会は、 31年度の総会に引き続き、定着しつつ

ある上野精養軒 3階桐の間において多くの会

員はもとよ りご来賓の皆様をお迎えして盛大

に開催されま した。当日 は、 節分の日で、東

京地方の空ば快晴で、春を思わせるよ うな比

較的暖かで穏やかな総会・新年会日和とな り

ました。総会そのものは、会員皆様のご理解

と協力により、スムーズに進行し、少し予定

時間より早く終了いたしましたが、新年会は、

定刻どおりに始めました。

さて、今回の新年会は、平成という元号の

最後のものと併せて当協会創立 80周年を迎え

るという記念すべきものとなりました。

先ずは最初に新年会の開会は、司会の渡辺

理事の発声で始まりました。

〇橋本勝会長挨拶

皆様、明けましておめでとうござい ます。

平成最後の 31年の新春を迎え、謹んでお慶び

申し上げます。

本日は、私達、日本山岳写真協会の新年会に、

駆けつけていただき ました日本山岳・スポー

ックライミング協会の八木原会長さんをはじ

め、休日を返上して参加していただきました

ご来賓の皆様には感謝を申し上げます。

さて、私も、日本山岳写真協会の会長として、

6回目の新年を迎えることが出来ました。これ

もひとえに、業界の皆様と、先人の先輩達と

本日お集りの会員の皆様のお陰であり、協会

創立 80年の歴史を迎えようとしております。

皇太子殿下も、この 5月には天皇陛下様に

橋本会長
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御来賓代表挨拶の八木原図明氏

なられます。私達、日本山岳写真協会には、

2002年 （平成 14年）国際山岳年に出展され

た作品を、京都市美術館に皇太子殿下として

最初に出品して下さいました。それ以来、

2006年 （平成 18年）山路からの穂高山（常

念岳） ～ 2018年（平成 30年）の清涼天狗岳

（八ヶ岳 ・天狗岳）まで 13年間連続で出展し

て下さっております。

そして、今回、日本山岳写真協会関西支部

展が， 2019「山との対話」に、特別出展を現

在、殿下にお願いしております。これは、本

年 3月5日（火）～ 3月10日 （日）京都市美

術館別館において行われます。

ところで、皆様ご承知のとおり、昨年はい

ろいろなことがありました。大変貴重な先輩

を失いました。しかし、私達は、いろいろな

面で 80周年という一つの大きな壁を乗り越え

るために役員や理事長をはじめ、各支部長達

皆さんが力を合わせて頑張っております。そ

いう中で、昨年山と渓谷社の「山と渓谷」の

8月号は、 1000号記念「巻頭特別グラフ」と

して、皇太子殿下の山岳写真の作品を 6点も

使っていただきました。このことから皇太子

殿下の素晴らしい作品と「山と渓谷」 1000号

が素晴らしい本の出来栄えが良かったことか

ら、本屋で買えない人々が続出したほどでし

た。私にも問い合わせがきて、買い溜めして

おいたものが、全てなくなりました。そのよ

うな有難いことがいろいろありました。

最後に、これからも協会の皆様、写真の仲

間としてプロとして第一線で活躍されている



先輩が沢山いる訳ですが、こういう会を大切

に使っていただ きたい。 特に今日は、協会

の多くの会員皆様が来て下さっており ます。

どうか協会創立 80周年行事は、この会場で、

9月7日（土）に行います。

是非、お友達、あるいは本日参加でなかっ

た皆様をお誘いいただいて、 80周年を本当に

楽しく祝いたいと思っております。どうか、

この機会に来賓のお客様と積極的に交流を深

めていただき まして、私の新年の挨拶とさせ

ていただき ます。 本日は、どうも大変あり

ヵ5とうございました。

〇ご来賓代表挨拶（公法人日本山岳・スポー

ックライミング協会会長 八木原図明様）

改めて新年おめでとうございます。先ほど

橋本会長から、お話がありましたとおり今年、

80周年ということで、この協会を創立され、

また 80周年を渡って支えてこらえた会員の皆

様にお祝いを申し上げたいと思います。

さて、私ども日本山岳・スポーツクライミ

ング協会は、来年で創立60周年。全日本山岳

連盟と日本山岳会とが一緒になって協会を

作って、 60周年となります。昨年から、オリ

ンピックの種目化としてスポーツクライミン

グ協会の編入に併せて協会の名称を変えろと

いうことで、協会の名

前を変えて現実に併せ

て行っており ます。

協会の名前を変えて

も仕方があり ませんの

で、スポーツクライミン

グ協会の役員も私達も

信任していただきたい

と実質的な山岳スポー

ックライミング協会とい

うことで今活動しており

ます。

こちらの 60年、 80年

という時間がござい ま

すと、私達、あーよくも

長くお好きな方がいる

ものだと感心しており ます。

先ほど、時間がありましたので、そこの博

物館で 1000件の日本の技術の発展と歴史展

が行われておりました。その中に当然カメラ

がありまして、ニコンの初期のカメラがあり、

またカメラの開発の古い冊子が展示されてい

ましたので、先ほど眺めてまいりました。山

岳写真に係る皆様がこれから是非写真を撮り、

自分のために楽しみ、 また周りの人にも楽し

ませていただきたいと思っております。本日

は本当におめでとうございます。

〇ご来賓の紹介

時間の制約上、ご来賓代表者を除く、ご来

賓者をお一人ずつ事業所名とお名前を司会が

読み上げ紹介をした。なお、今回の招待者は

10事業所 13名でした。

以下、「乾杯」は、今回も市場紳太郎評議

員にお願いし、乾杯に入りました。これを機

に賑やかな新春を祝う祝宴に入り ました。多

くの会員はもとより招待者の皆さんが一堂に

会し、各々用意されたお酒などの飲み物、そ

して精養軒自慢の料理に舌つづみを打ちなが

ら、今年の抱負、山の状況、写真談義、カメ

ラメーカーさんとの新製品の質問など、それ

《平成 31年度新年会御来賓氏名・御寄贈品》
（敬称略・順不同）

（社）日本写真協会 上田裕一 （公益）日本山岳・スポーツクライミング協会 八し木原、 捌明

（株）山と湊谷社 山本聡 （株）山と渓谷社 萩原浩司

富士フイルムイメージングシステムズ（株） 栢謬危 誠；之． 富士フイルムイメージングシステムズ（株） 中村良一

富士フイルムイメージングシステムズ（株） オこ内 栓各志：、 （株）ニコンイメージングジャパン 門倉

キャノンマーケテイグジャパン（株） 鳥井 健一 リコー イメ ージング（株） 原 清文

（株）シグマ 桑山輝明 （株）堀内カ ラー 清水明

（株）フ レームマン 奈須田一志

ケンコー・トキナー 日本カメ ラ社
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太郎監事」の音頭で、三本締めで締めました。

そして、最後の「閉会挨拶」は、大石理事

長の挨拶で、お開きになりました。

本当に、皆様お疲れ様でした。

（文責 ：渡辺記）

は賑々しく時間を忘れての懇親会でした。 写真下はラムダのザックが当った上條英直氏（右）

次は、これもお待兼ねの恒例の「景品の抽 とラムダの佐久間氏（左）
選会」です。飯田副理事長の手慣れた司会に

より、毎回、カメラ・フ ィルムメ ーカーさん、

資機材メーカー、出版関係、個人会員のザック、

ダルマ等から提供された景品の抽選会です。

今回目玉景品のラムダのカメラザックは、松

本支部上條英直会員に当たりました。 司会

から名前が呼ばれた瞬間名乗り出て、遠く松

本地から出席した甲斐があったと大喜びでし

た。本当におめでとうございました。

さて、宴たけなわも終盤に、ここで「中締め」

です。今回も恒例になっている江戸下町文化

の継承者、御年 88歳米寿を迎えた「川嶋新

............................................................................................................................................................ 

《平成 31年度総会・新年会出席者名簿》

（敬称略・順不同）

青山陽子 安宅繁正 安藤弘子 瀬戸口隆司 曽布川善一 田 頭文 雄

飯田信義 飯塚光男 池田栄子 高見源彰 武田文江 塚田マサ子

石原直行 市場紳太郎 伊 藤哲哉 津野祐次 中 田 正 男 名取 洋

伊東睦雄 岩本直樹 大石高志 永野正則 橋本博之 橋本 勝

大村 粛 片山 振音R 金綱重治 服部直子 花香 勇 日 野 孝 昭

鎌田則雄 上ヶ平裕彦 上條英直 平澤 賓 福島静雄 福田泰彦

川井靖元 川口邦雄 川嶋新太郎 藤田福徳 舟橋恵子 古畑茂男

菊地益三 岸岡正比古 北）II r疋上 前羽光雄 町田佐智子 松原貴代司

入孟 起換 久保田有信 小澤正美 道 健一 三森康弘 緑埜公一

輿水忠比古 小堀 早窃ノ 金剛寺拳 村万龍雄 百瀬典明 矢尾正巳

タホ’叉’ 俎三 佐久間博 佐々木信一 谷田川武 山田育子 若松 稔

清水 清 清水俊一郎 清水隆雄 渡辺 良

杉浦敦哉 鈴木克洋 鈴木菊雄

鈴木隆志 須田善男 関口俊夫 支部会員 23名首都圏会員 53名合計76名

《新年会景品寄贈者・会員》

（敬称略）

橋本勝 佐久間博 梁瀬久雄
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日本山岳写真協会 平成31年度事業計画
日程 行事予定 会場・展示会場・備考

1月 11日 定期総会の準備作業・会計監査 1/11 各委員会・執行部役割分担

1月 13日（日） 記念写真集作品選考会（審査委員会） JAPA事務所

2月 3日（日） 平成81年度 定期総会（優良賞 3名表彰） 上野精養軒 2階会場

新年会 （会員・招待者） 8階宴会場

3月 16日（土） ～25日ぼ） JAPA展・公募展の作品応募期間 JAPA事務所

3月 28日（木） 3月月例会 （会報3月号休刊） ハロー貸会議室飯田橋駅前

4月 6（土） ～7日（日） 2019年度JAPA展・公募展審査 JAPA事務所

（写真展審査委員会と補助員）

4月 11日（木）～13日（土） (2020年度カレンダー応募期間） JAPA事務所・審査 4/18

5月 16日けこ） ～22日01<) 第 16回 (H30年度）選抜展 13組 ポートレートギャラリー

5月 23日（木） 5月 月例会 ハロー貸会議室飯田橋駅前

6月 27日（木） 6月 月例会 ハロー貸会議室飯田橋駅前

7月 協会展・公募展パネル製作・ 展示目 写真展委員会、企画、総務

録準備、看板等

協会展準備・記念式典、公募展表彰の準備 JAPA事務所

8月22日（木） 8月 月例会 ハロー貸会議室飯田橋駅前

8月 31日（土） ～9月 8（日） 日本山岳写真協会写真展・公募展 東京都美術館 2階第 4展示室

9月 8日～4日 創立80周年記念 山岳写真セミナー 東京都美術館講堂

9月 7日（土） 創立 80周年記念式典・祝賀会 上野精養軒 8階会場

（永年表彰・公募展祝賀会

公募展入賞者表彰式 2階会場

10月 合同撮影会 （開催日・撮影地など未定） 関西支部主管

11月 11月 28日 （木） 11月 月例会 ハロー貸会歳室飯田橋駅前

（会報 11月号休刊）

12月 15日（日） 合同理事会 （事業計画案と予算案等審議） ハロー貸会證室飯田橋駅前

2020年度の事業計画の準備（各委員会） 総会・新年会の案内状発送

1会員の皆様へI

◇月例会・・・・年約 5回の開催予定。会員講師、著名な会員外講師の講話など。知人や会員外の参加歓迎。

（会報やホームページ等に開催予告）参加賣無料

◇選抜展・・・・全紙・全倍の組・連作写真。個性豊かな作品発表の場として活用。（平成30年度応雲作品展示）

◇デジタル研究会・・・・年に数回不定期で開催。デジタル写真の技術向上（会報またホームページに開催予告）

◇山岳写真カレンダーの制作と販売（日本国内の写真限定）

◇ホームページの充実と活用・・・ •協会展作品掲叡、会活動の紹介、個展や個人の写真活動紹介。

■当協会はハイレベルな山岳写真団体として写真界の発展に大きく貢献している 80年の歴史

ある写真集団です。会員育成の為、月例会・合同撮影会・協会写真展・協会展祝賀会・総会・

新年会・支部写真展•山岳写真セミナーなどの事業を計画しています。写真技術の向上のほか、

作品発表の場、情報交換の場、親睦の場として多くの会員の参加を希望しています。
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平成31年度 (2019) 写真展関係事業計画

項 目 日本山岳写真協会展 一般公募展 選抜展

創立80周年記念 日本山岳写真協会展 日本山岳写真協会選抜展

写真展名 日本山岳写真協会展 一般公募展 「それぞれの山」 No17

「2019ー山・われらをめぐる世界」

目 的 写真技術向上及び協会活動の 山岳写真愛好家の育成と 協会のより 一層の活性化

活性化と発展を目指す 協会発展のため。 会員育成の為

テーマ 四季の山岳景銀と山野の動植物 四季の山岳景銀・山野の動植物 四季の山岳景観（国内）

応募期間 協会展 3月 16日～8月 25日 応募 3月 16日～3月 25日 6月下旬

審 査 4月 6日（土）～7日（日） 4月 6日～7 日 7月上旬予定

協会展に準ずる

展示数 カラー・モノクロ共全紙 カラー・モノクロ共 展示数未定

全倍作品 約 240点 全紙約 60点

東京都美術館・ 2階第4展示室・ 日本山岳写真協会展と

80周年山岳写真記念セミナー 同会場全紙約 60点 ポートレートギャラリー

会場 9 月 3 日• 4日（都美術館講堂） 2020年5月開催予定

創立 80周年記念式典・祝賀会 9/7 公募展入賞者表彰式

9月 7H （土）上野精養軒3階 上野精養軒2階

展示期間 8月31H （土） ～9月 8日(H) H本山岳写真協会展 H31年度それぞれの山 No16

(9月2日休館日） と同期間展示 5月 16H（木） ～22 H （水）

＊会報 1月号に募集要項掲載 *1月頃山岳誌・カメラ雑誌 ＊「山と埃谷」誌 5月号掲載

備考 ＊山岳誌・カメラ雑誌 8・9月号 2 ・ 3月号に募集要項掲載依頼。 ＊新聞社関係掲載依頼

に掲載依頼。 ＊入選者の雑誌掲載依頼

●カレンダー作品 「日本の名山」応薯期閻 2019年4月 11日（木）～13日（土） 書盃日 4月18日（木）

応襲要項 2•3月号会報に掲載

平成31年度 (2019) 日本山岳写真協会 支部写真展日程表五十音順

支部名 テーマ 展示会場 展示期間

関西支部展 「山との対話」 京都市美術館・別館 3月 5HOく） ～3月 10日（日）

富士フィルムフォトサロン

東濤支部展 2019「山・自然との対話」 名古屋 2月 22日（金） ～2月 28日けこ）

富山県民会館

北陸支部展 2019「山の断章」 2階ギャラリーB 7月 5日（金） ～7月 7日(H)

松本支部展 19「山の便り 松本市美術館 10月 30日けく）～11月 4日げ）

南信支部第 25回写真展 長野県伊那文化会館

南信支部展 「貌・季節の中で」 美術展示ホール 9月 11日（水）～ 9月 16日（月）

山梨支部展 「すばらしき甲斐の山々 」 山梨県立図書館 6月 26日けく） ～6月 30H（日）

両毛支部展 「山・すばらしい自然」 前●市民文化会館 6月 6日（木） ～6月 9日（日）
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開催 日

1/13 

1/13 

1/18 

1/27 

1/27 

1/28 

1/29 

2/4 

2/14 

2/15"-"2/20 

2/16 

2/18 

3/3.........,4 

3/6.........,3/11 

3/10 

3/15 

3/22 

4/7~8 

4/18 

4/19 

4/19 

5/18 

5/24 

5/30,......,7/1 

6/2 

6/8,..__,6/9 

6/16,..__,6/17 

6/21 

日本山岳写真協会平成30年度事業報告

事業内 容

H29年度会計監査 監事 2・会計 2 他 1 出席 5名

北陸支部総会 出席者 10名・委任状 5名

1月 定例理事会 18名

山梨支部総会 出席者 7名

南信支部総会 出席者 10名

関西支部総会 出席者 10名・委任状 10名

松本支部総会 出席者 21名・委任状 7 名

平成 30年度定期総会 総会出席者 80人・委任状 206通

合計 286 新年会会員 79名（招待者 13社 16名）

デジタル研究会 会員による作品勉強会「冬山と樹木」

第 15回選抜展「それぞれの山」 H29年応募分 13名展示

2月 定例理事会

東海支部総会

18名

出席 11名と委任状 11名

東海支部撮影会 冬の横岳撮影会 5名

関西支部展「山との対話」皇太子殿下特別出展・各支部展

関西支部展祝賀懇親会 支部展入場2600名

3月 定例理事会 16名

3月 月例会ニコンフルサイズD850紹介 19名

開催場所

JAPA事務所

富山県民会館

JAPA事務所

忍野村原の家

横谷温泉旅館

ッカモトカメラ会議室

美ヶ原温泉桃山

上野精養軒3階

]APA事務所

ポートレートギャラリー

JAPA事務所

中区中生涯学習センター

北横岳ヒュッテ

京都市美術館別館

がんこ「高瀬川」二条苑

JAPA事務所

ハロー貸会議室水道橋

JAPA展・公募展審査委員会 応募数 952点、採用 260名 I JAPA事務所

公募展： 応募 96名 応募数 337点、採用 69点

デジタル研究会 RAW現像について 6名 JAPA事務所

カレンダー作品審査会 9名 応募者 44名 13名採用 JAPA事務所

4月 定例理事会 15名 JAPA事務所

5月 定例理事会 14名 JAPA事務所

5月 月例会 関東近郊の撮影地ガイド 21名 ハロー貸会議室飯田橋

松本支部有志写真展 「上高地から槍穂高へ」 上高地インフォーメーション

センター2階

両毛支部総会 出席 20名・委任状 18名 日光アストリアホテル

南信支部撮影会 「ツクモグサを撮ろう」 6名 赤岳展望荘

デジタル研究会 春の栂池高原と周辺を撮る 8名 栂池ヒュッテ泊

6月 定例理事会 17名 JAPA事務所
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6/24 

6/26 

6月月例会救急救命講習会 講師東京防災救急協会 21名 Iハロー貸会議室飯田橋

デジタル研究会 上高地・夏の高山植物撮影 9名 JAPA事務所

7/6-7/8 

7/10-8/25 

7/12-7/15 

7/19 

7/21-7/22 

8/16 

8/21 

8/23 

8/31~9/8 

9/2 

9/4 

9/5 

9/12"'-'9/17 

9/20 

10/1.......,10/2 

10/18 

11/22 

11/27 

11/28~12/2 

11/30 

12/3--2/16 

12/13 

12/16 

北陸支部展 第 26回「山の断章」

北陸支部展（巡回展）

両毛支部展第 32回「山・すばらしい自然」

7月 定例理事会

松本支部主催 「新越山荘撮影会」

8月 定例理事会

デジタル研究会 夏山撮影報告

8月月例会会員作品講評会

富山県民会館

柏与フォトサロン大門

栃木市栃木文化会館

13名 1JAPA事務所

9名 新越山荘泊

17名 JAPA事務所

9名 JAPA事務所

11名 ハロー貸会議室飯田橋

日本山岳写真協会展 皇太子殿下特別出展・会員展 260点

優良賞 3名を選考 （写真展審査委員会）

公募展受賞者表彰式及び祝賀懇親会 公募展 68点

参加者・・会員 93名公募 展 17名 招待者 12名

山岳写真セミナー「山岳写真の探求と表現」津野祐次講師

同 上 「可憐に撮ろう高山植物」鎌田則雄講師

11/8~11/14 I東海支部展 「2018それぞれの山岳写真展」

11月 月例会 「キヤノン新EOS-R等」説明会 20名

デジタル研究会秋山撮影の報告

松本支部展 「山の便り」／選抜合同展併催

80周年記念写真集参加者 228名

松本支部長野展選抜合同展 長野市内

12月 定例理事会 17名

12月合同理事会 2019年度事業計画案の承認 26名

東京都美術館

同上

上野静養軒2・3F

同上

東京都美術館講堂

同 上

南信支部展「貌・季節の中で」 伊奈文化会館美術展示ホール

9月 定例理事会 16名 JAPA事務所

合同撮影会｛関西支部主管｝ 台風及び地震災害の為中止 蓬莱山予定

10月 定例理事会 16名 JAPA事務所

名古屋市セントラルパーク

ギャラリー

11/15 | 11月 定例理事会 14名 JAPA事務所

11/17~11/18 両毛支部主催「晩秋の赤城山」撮影会 支部員 19 名•他 4 名 赤城山バイプルキャンプ場

ハロー貸会議室飯田橋駅前

JAPA事務所

松本市美術館

プロジェクトチーム

柏与フォトサロン大門

JAPA事務所

ハロー貸会議室飯田橋駅前
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開催難閻

1/14-3/5 

1/19-1/26 

2/2--2/8 

2/6,..._,2/19 

2/13,..._,2/18 

2/20"'3/5 

2/21,..._,3/12 

2/22,..._,3/6 

2/23,..._,3/1 

平成30年度会員往来写真震輻告

写真晨内害

黒田 豊写真展赤城山～月下の湊谷

第 31回日本写真家連盟展「四季の彩り」 4名出展

日本リンホフクラブ写真展 「大判でとらえた世界」 6名

鎌田則雄写真展 「雪稜の八ガ岳を登ろう」

第 18回あすなろ写友会作品展 5名出展

大島 隆義写真展 「日本山稜」

故青野恭典遺作写真展 「風のことづけ」

山岳写真同人四季写真展「我が心に映る山」

美しい風景写真 100人展

13名出展

3名出展

展

水上谷川温泉

東京都美術館1階第3展示室

富士フォトギャラリー銀座

堀内カラーHCLフォトギャラリー

松戸市文化ホール4階

堀内カラーHCLフォトギャラリー

リコーイメージングスクエア大阪

新宿ヒルトピアアートスクエア

富士フォトギャラリー銀座

3/1~3/28 1唐沢豊写真展 「山・季節の彩り」

3/15,...._,3/21 鈴木隆志写真展 「尾瀬太古からの贈り物」

長野市柏与フォトサロン大門

高崎シティギャラリー第 3展示室→

3/16-6/14 

3/20-3/26 

4/6~4/12 

4/6-5/29 

4/20-4/25 

5/18.-...,5/24 

5/30,-...;6/ll 

6/1~6/30 

6/1,..,_,6/30 

6/19,..,.,,7/8 

6/24 

7/4~7/10 

7/5~7/11 

7/5-7/11 

8/6--8/20 

8/17~8/22 

8/20--8/26 

8/31--9/6 
．ヽーで

8/31~9ノ6
‘.、 J

名取 洋写真展 「四季の山旅」 1水上町谷川温泉「旅館たにがわ」

日本山岳会東海岳人写真展 2018山と自然のパフォーマンス 1 名古屋市民ギャラリー栄

フォトグループいぶき「2018四季のいぶき写真展」

津島隆雄写真展

3名出展 1富士フォトサロン東京

北杜市「金精軒」ギャラリー

第44回群馬芸術文化協会展

第39回SSP展「自然を楽しむ科学の眼」

川井靖元写真展「山からのメッツセージ」

5名出展 1高崎シティガラリー

3名出展 富士フォトサロン東京

（巡回名古屋展11/20-12/3 HCL会場）

橋本勝傘寿記念展

山岳写真同人四季展「四季日本の山」

矢吹雄治郎写真展「素晴らしき阿蘇の大地」

（福岡巡回展8/11,,....,8/22 富士フォトサロン福岡）

第6回夏山フェスタ 東海支部員全倍20点出展

鎌田則雄 24日トークショー「可憐に撮ろう高山植物」

鎌田則雄山岳写真展「逼かなる H本の山々 」

三宅修山岳写真塾卒業展 6名出展

フォトクラブ丹青会 第2回写真展「自然からのメッツセージ」 1

川井靖元写真展「山からのメッツセージ」モノクロ

矢吹雄治郎写真展「すばらしい阿蘇の大地」

緑埜公一写真展「谷川岳」季は廻りて

戸渡俊康写真展 「自然美との 遵造」

日本風景写真家協会展「日本の美しい秘境」
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リコーイメージングスクエア新宿

柏与フォトサロン大門

共同通信社本社ビル

熊本県菊池市「わい一ふ一番館」

ウインクあいち（名古屋市）

同上

新宿ヒルトピアアートスクエア

ポートレートギャラリー

アイデムフォトギャラリーシリウス

リコーイメージング大阪

富士フィルムフォトサロン福岡

道の駅ららん藤岡

富士7ォトギャラリ→尉堅

写真弘社銀座ギャラリー



9/4~9/9 

9/5-9/17 

9/6-9/12 

9/7,......,9/17 

9/19 ~ 10/1 

全日本山岳写真協会「未来に残そう美しい山河」

第 103回二科展写真部門

東京芸術劇場 5階ギャラリー

六本木国立新美術館 2階

第 35回 山岳写真同人峰 「山 ・季節の映ろい」 18名 高崎シティギャラリー

「ときめきの稜線歩き」鎌田則雄ほか 3名 1文化みちのく撞木館

鈴木隆志写真展 「尾瀬 太古からの贈り物」 リコーイメージングスクエ

ア新宿

ll/9~2019.1/ll I橋本勝写真展「カムチャッキーの巨人」

ll/9~11/15 「それぞれの山岳風景」東海支部有志 12名 出展

前橋市ヤマトギャラリー1階

名古屋市栄 セントラルパ

ークギャラリー

11/9"'-'19/1/11 

11/20........,12/1 

11/23"'-'11/29 

11/27--12/2 

11/29"'-'12/ 4 

12/13.......,1219 

12/19......,12/23 

12/29,.......,1/31 

第 31回友山クラプ写真展 「光の世界＊風物詩」

川井靖元写真展「山からのメッセージ・光と風と雲と」

山岳写真ASA写真展「岳」山稜の光彩

写真同好会「同時代」光の刻． PART18 2名

関谷文夫／桂子写真・染色二人展 「山めぐり森めぐり」

富士フォトギャラリー銀座

HCLフォトギャラリー名古屋

富士フォトギャラリー銀座

立川市総合女性センターlF

YOU HALL（高崎市）

アルパインフォトクラプ写真展「心に映る山々」 5名 ポートレートギャラリー

伊藤哲哉写真展 「山岳情景 カラフルメモリーズ」 ピクトリコショプギャラリー

黄宏軒写真展

表参道

バブテスト老人保健施設 lF

京都市左京区

平成30年度 会員往来出版その他の活動報告

●多賀谷真吾写真展 ｛関西支部員）「岩手の四季彩々」 岩手日日新聞に掲載

●橋本 勝 11月 10日キャラリートーク （株）ヤマト本社 lFギャラリーホール

●川井靖元写真集「山からのメッセージ」日本写真企画発行 定価 3500円

12月 1日 HCLフォトギャラリ名古屋デトークショー

●「皇太子さまと山岳写真」 14頁掲載 山と淫谷誌 8月創刊 1000号記念に掲載

●鎌田則雄氏（東海支部長） 7月 23~24日 夏山フェスタ ウインクあいちに参加

（名古屋市） 山岳写真セミナー 会員有志による写真展｛全倍 20点｝

●鈴木隆志写真集 「尾瀬太古からの贈り物」 上毛新聞社出版部 価格 3546円

●いちのへ義孝氏 「八甲田の四季」 カレンダーを発行 東奥新聞・北海道新聞に紹介

●津野祐次氏 「御嶽山を撮り続ける写真家」 11月 2日 東京新聞に掲載

日本山岳会会報 11号に掲載

●橋本 勝氏の個展を地元新聞の「朝日ぐんま」に 11月 16日付けで紹介記事掲載

●佐々木信ー氏 「空から見た北アルプス」 山と淫谷社カレンダー発行 1296円

●゚山と埃谷社発行 2019年度版の カレンダーに 25名の会員が作品提供。
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1月定例理事会報告

日 時平成 31年 1月 17日（木）

午後 6:30 ~ 8: 50 
場 所日本山岳写真協会事務所

出席者青山 ・飯田・伊藤 ・岩本・大石

久保田・小堀•清水•町田・渡辺
橋本 （勝）・川井 ・鈴木 （克）

市場 ・川嶋

大村 ・関ロ・曽布川・吉田

以上 19名

〈司会〉大石 〈記録〉久保田

＊ ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

（会長挨拶）

こんばんは、最近インフルエンザが流行っ

てきています。お互いに気を付けていきま

しょう 。

今年は、協会創立 80周年ということで大

切な行事が多くあります。皆様の御協力でカ

を合わせてやっていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願い申し上げます。

（新役員紹介）

新役員の理事、委員、監査のメンバー紹介

がされ拍手で歓迎した。

〈議 題〉

1 会員の入退会等について （久保田理事）

〇退会 5名

・会員No.379 篠田義三 長野県松本市 （松本）

・会員No.539 石山信夫愛知県津島市 （東海）

・会員No.1023安部利長京都府南丹市

・会員No.1075篠田好人島根県松江市

・会員No.1096森下敦 東京都豊島区

〇除名（年会費未納） 4名

・会員No.1026 井原弘貴

神奈川県藤沢市

・会員No.769 井深真一

埼玉県秩父市

・会員No.1048 手塚裕子

千葉県佐倉市

・会員No. 山田隆幸

愛知県春日井市

〇物故者 2名

・会員No.37 赤沼淳夫

長野県安曇野市 （松本） H30.12.15 逝去

・会員No.791 綿貰緊

神奈川県横須賀市 H30. 9. 逝去

〇所属変更 5名

・会員No.1100 米本峰久（松本）

公募→松本

・会員No.1089 藤森正彦 （松本）

公募→松本

・会員No.1102 猪原寛 （両毛）公募→両毛

・会員No.649 池田則章 （本部）

北陸→本部

・会員No.1080 作道暁 （北陸）公募→北陸

〇住所変更 2名

・会員No.809 小林直樹
新住所 〒015-0077 秋田県由利本荘市

(H31.2月より変更）
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・会員No.947 金起換

住所誤記 901号→ 902号

以上の退会他などが報告された。

2 各委員会報告事項について （大石理事長）

〇総務 （岩本副理事長）

・総会の出欠については、現在の出席者が

72名、委任状が 207名で合計279名と報

告された。

〇会計 （小堀理事・町田理事）

•平成 31 年 1 月 11 日に監事、関係役員、及
び理事の立ち会いのうえ会計監査が行わ

れ、事業、及び会計が適正に処理されてい

ることを確認し、監査事務が無事終了した。

〇会報 （飯田副理事長）
. 1月号の会報は 12ページで 10日に入稿し

校正中です。月末の 24日頃に発送予定。

・次号は 2・3月合併号で 3月は休刊ですの

で4月行事予定などの原稿は早めに提出の

こと 。

〇企画 （渡辺理事）

・3月の例会は 28日（木）開催で跨ニコンイ

メージングジャパンのスタ ッフによる 「新

製品・ニ コンフルサイズミラーレスカメラ

Z7 ・ Z6の紹介」を「ハロー貸会議室飯田

橋駅前」第 7田中ビルで開催の予定。

〇写真展 （清水副理事長）

・今年度の写真展作品募集要項を 1月号の会

報に掲載する。

・東京都美術館との協会展半年前打ち合わせ

を1月 24日に行う 。花香、清水、小堀、

鈴木 （菊）の4名が出席する。

・2月には、協会展の後援依頼のために公共

機関や各メーカーに廻る予定。

・3月の関西支部の京都展に出品する皇太子

殿下の作品を借り受けに宮内庁に伺う予定。

・協会展中のセミナー開催、講堂の使用申請

手続きを今月中に行う予定。

3 平成 31年度理事会体制（案）について

（大石理事長）

・別紙、理事会体制の（案）が説明され、提

案や意見等を検討をし、一部補強や兼務な

どを追加することとした。

4 平成 31年度事業方針（案）について

（大石理事長）

・別紙、事業方針 （案）が説明され、総会に

諮るこ ととした。

5 総会準備•新年会準備について
（大石理事長）

・総会出席者は、会員 72名、委任状 207名、

計 279名で総会は成立する。

•新年会出席者は、会員 69 名、招待者 14 名
の予定。

・総会の次第、役割分担、席次等の確認をした。

•総会・新年会の大型看板文字の表記につい
て打ち合わせをした。

•新年会の流れ、役割等について打ち合わせ
をして確認した。

・事務用品の発送準備は、 2月 1日の午後に



行う 。（町田、小堀、清水）

・2月 3日、当日の朝 9:30までに、全役員

は集合して総会・新年会の準備作業をする。

6 創立 80周年記念出版について

〈80周年記念山岳写真集出版〉

（岩本副理事長・飯田副理事長）

・写真集の参加希望者は 229名となった。

・ 1/13に作品選考を行った結果、フィルム

96点、デジタル 133点となった。

•この後、印刷打ち合わせ、見積もり、編集
等を行い 7月頃の完成を目指して進める。

〈（仮題）協会写真展の歴史 （案）〉

（清水副理事長）

•本の編集 （仮） 見本を作成した。 今後、支
部の資料や追加資料等を整理していく 。

・協会展の準備業務の前までにはあらかた進

めておきたい。

・アーカイブの会員配布分以外に余分に欲し

い会員には、別途、販売をする。

7 協会展関係について （清水副理事長）

・協会展の作品募集事務については、例年ど

おり 3月 16日（土）から 25日（月）までの

期間で事務所での受付当番をお願いする。

・応募受付当番については、各理事の都合を

確認して 2月理事会で決定する。

・「山岳写真セミナー」の講演者を 9月 3日

（火）を橋本会長で講演内容「カムチャ ッ

キーの巨人」とな り、 9月 4日 （水）は鈴

木克洋 （写真展審査委員長）「作例でわか

る山岳写真の ABC」にご担当いただくこ

とになりました。（大石理事長）

8 「入会案内」について （久保田理事）

. 1月 8日にフォト信州から印刷原稿 （案）

がメール送付された。

・理事会にその （案）を印刷、 配布して内容

を詳細に説明した。

・2ページ、 3ページが大幅に変更されてい

るが理事会（案）に対して見やすくなって

いる部分もある。

・理事会 （案）とフォト信州（案）に沿って (B

案）を作成し、詳細に説明した。

・様々な意見があり、議論をした結果、協会

全体の入会案内をしたうえで支部紹介をす

るのが順番で、 (B案）を基本として、フォト

信州に示して検討してもらうこととなった。

・完成期限は、総会を過ぎても良いとして、

納得するものを作成していくこととした。

9 12月合同理事会について （大石理事長）

• 平成 31 年度合同撮影会の計画主管は、関
西支部で再度担当してもらうということで

調整等をよろしくお願いする。

10 その他 （大石理事長）

・個展「井村榮二写真展、丹沢山地四季回廊」

会場 ：リコーイメージングスクエアー新宿

ギャラリー 開催期間 2019.4.3~ 4.15 
について、後援名義使用申請書が会員

741．井村榮二氏より提出され、承認された。

・山岳写真同人四季写真展我が心に映る山

「山の息吹」 開催期間 2019.2.21~ 3.5 
会場：ヒル トピアアートスクエアの DM
ハガキ案内を配布した。

＊次回定例理事会平成 31年 2月 21日（木）

午後 6:30～ 協会事務所にて

2019年度東海支部総会報告 副 支 部 長 佐 藤 孝 也

1月20日、東海支部の定例総会が開催され、 23名（委任状含む）の支部員によ

り2019年度の事業計画が決定されましたので、ここに報告いたします。また今年

度とは別に東海支部近況として 2020年に 40周年を迎えての記念事業の計画、そし

て順番である合同撮影会の計画について、活発に意見が交わされました。40周年

記念は愛知県美術館での写真展開催、合同撮影会は御嶽山、乗鞍岳、伊吹山など多

くの山を知る支部員からたくさんの案が出されました。また今年は役員改選もあり、

支部長：鎌田則雄、副支部長：佐藤孝也、会計：吉田昌樹、事務局：伊原明弘、堀

秀夫、大島隆義、監事：山田育子が選出されました。本年度の事業計画は以下の通

りです。宜しくお願い致します。

く東海支部事業計画＞

1 |1月20日（日）

3 15月12日（日）

4
 

東生涯学習センター

東生涯学習センター

5 16月8日（土）～9日（日）

定例総会

定例会

支部展公開選考会＆DM作品決定

夏山フェスタ

戸
支部撮影会

定例会

支部展作品選考講評会

9 |12月15日（日） I支部忘年会

1012020年1月10日（金）～16日（木）支部写更墨ー
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ウィンクあいち

乗鞍岳山麓・五色ケ原

東生涯学習センター

中ア、千畳敷など

富士フィルムフォトサロン



支部だより

平成31年麿北陸支部総会輻皆

事覇局矢尾正巳

平成 31年度北陸支部総会を、 1月 12日富山県民会館にて開催しました。

総会に先立って昨年亡くなられた、北陸支部創設のメンバーで支部長も務められた笠間幸夫顧

問、支部の発展に長年尽力された相良宝作会員への黙祷をおこない、両氏を偲びました。

総会では、 5月に行った春山撮影会（剣御前小舎泊）、7月に行った北陸支部展 （富山県民会館）

等の事業報告と収支決算報告がなされ、了承されました。

また、任期満了に伴い、役員改選が行われ事務局長が交代し ました。今年度の行事として春山

撮影会、秋山撮影会、 7月 5日～ 7日北陸支部展「山の断章」 （富山県民会館）の開催の他、 8月

1日～ 9月 30日の 2か月間、金沢医科大学病院ギャラリーにて前期・後期に分けて写真展を行う

ことも決定、了承されました。

新年会は、総会の後いつもの居酒屋で行い、山行や具体的な作品作りの情報交換を行い、おお

いに盛り上がりました。

支部会員は、昨年公募展で奨励賞の作道暁会員が今年度 より当支部に所属され 14名とな りま

した。一同がんばりますのでよろしくお願いいたします。

【平成 31年度役員】

支部長：高見源彰 （再任）、 副支部長：安宅繁正 （再任）、

事務局長：矢尾正巳 （新任）、 事務局員 ：石川邦生 （新任）、

監事：橋場正夫 （再任）、 顧問：村上留雄 （再任）
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支躙だより

平成31年麿関西支部総会輻皆

日時： 2019年 1月20日（日）

13 : 00,...__, 17 : 00 

場 所：大阪第四ビル地下ッカモトカ

メラ会議室 （懇親会は『ニュー

トーキヨ—』 にて ）

出席者総数：出席支部会員 16名。委任状提

出5名。入会希望者 2名。

支部会員数27名 （休会会員 1

名は除く ）の過半数の出席によ

り、総会は有効。

《総会議事内容》

1.支部長挨拶

『写真は静止した時間軸の中に『静と動』

を同時に求めるような世界です。新しい映像

の扉をみなさんとともに開け、創り、そして

進んでいきたいと思います。

2.総会議事

①2018年度 （平成 30年度）事業報告ならび

に収支決算報告

•北川支部長は、 2018 年度京都関西支部展、

京都大学士山岳 (AACK)シンポジウムに

武藤会員、近藤嘉彦会員とともに参加した。

懇親会には支部長、近藤会員が出席した。

・会計北会員、監事山下会員から 2018年

度 （平成 30年度）収支決算報告及び監査

報告があった。

・予想外の出費として、写真展作品搬送時の

破損保障等があった。

② 2019年度 （平成 31年度）事業計画 （案）

ならびに収支予算（案）

・ 2020年度の協会80周年記念に合わせた関

西支部写真展を開催するために 1月7日、

北川支部長は近藤嘉彦会員と共に京都市美

術館事務方へ本館借用のお願いをした。

2019年 3月の関西支部展の準備状況、

2019年度の協会本部行事についての報告

があった。

・会計から、 2019年度 （平成 31年度）収支

予算 （案）は、 2020年度の写真展開催を

した場合、予算がマイナスになる報告が
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記山下豊言

あった。出席会員全員からは、マイナス予

算になっても支部写真展は続けるべきであ

ることで合意された。

③協会 80周年記念事業に伴う関西支部の対

応について

1) 京都市美術館本館の改修後の 2020年 4

月以降に関西支部写真展をする。

写真展委員を中心としたプロジェクトチー

ム結成の報告があった。

2) 関西支部写真集の制作（提案）

会員にはかったが合意はなかった。

3) 富士フォトサロンでの写真展開催（提案）

京都市美術館での写真展に注力し、プロ

ジェクトチームを組む。

④支部規約改定（案）について

1) 第 2条［事務所］

『本支部の所在地は会計担当の所在地とす

る。』に変更する。

2) 第 5条［会員］

会員の在住地に対する変更提案があった

が、変更なしとした。

⑤支部組織とその役員選任について

山下会員は副支部長と事務局を兼任するこ

とになった。

⑥関西支部の他の事業

l) 富士大阪サービスステーション （富士



oss)での写真展について

•堀口会員からの提案であり、 3 月に関西支

部展後の富士 OSSでの有志の写真展をす

るというものであった。堀口会員主導で行

うこととした。

2) 日本山岳写真協会合同撮影会について

撮影会担当吉岡会員から鈴鹿の御在所岳

支躙だより

周辺、宿泊は藤内小屋で行う提案があった。

•新人会員

•新入会員の増田信子さん （総会参加） 、矢

谷朝ーさん（総会参加）、長田和幸さんの

3氏が承認された。

．懇親会『ニュートーキヨ—』第一生命ビル

店 （編集の都合で一部省略）

平戚31年麿松本支部総会新年会輻皆

事務馬上鰈莫直

1月27日に平成 31年度松本支部総会を出席 21名・委任状 7名で松本市松南地区公民館にて開

催しました。

議事に先立ち、昨年公募入会した藤森正彦さんの支部入会を全員の拍手により承認しました。

百瀬支部長のあいさつに続き、 30年度の事業・会計報告及び監査報告がされ承認されました。

続く 31年度の事業計画・予算の審議では支部写真展の開催方法などの議題に対し活発に議論が

され、 32年度までは現在と同じ方法で開催する事ともに、特定の個人に負荷が集中しないよう、

仕事の分担について今後模索していく事を確認しました。

議事終了後は会場を民芸旅館「深志荘」に移し、恒例の新年会を行いました。

百瀬支部長の挨拶、来賓の挨拶と乾杯の発声により開演、写真談義やら山の情報交換等に話しの

花を咲かせる中、盛会のうちに総会・新年会を終えることが出来ました。
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支躙だより

平成31年麿南偏支部総会輻皆

事覇馬伊●朧雛

平成 31年度南信支部の通常総会を 1月 26日飯田市 「水神温泉よし乃亭」

で新入会員含めた 12名出席され開催されました。

総会では、平成 30年度の事業、会計報告、平成 31年度の事業計画、予算、

が協議され、事業、予算が承認されました。又役員改選では、副支部長に池上

敏夫、副事務長に中谷育子になり、その他は留任となりました。又今年から新

たに事務局員に大亀喜重郎、清水俊一郎の 2名を加え、役員会の審議の充実を

図り、例会では写真研究会を重点に進めていく方針とした。

平成 31年度のおもな事業として、 4月飯田移動展、 9月 11 ~ 1 6日の間創

立 25周年支部写真展を開催し、 15日は別室で当支部長「山岳写真の探求と

表現」の講演及びカメラメーカーの講演を予定しています。10月～11月長野移

動展行います。又支部撮影会を 7月中旬木曽駒ヶ岳周辺で実施する予定です。

総会終了後新入会員の歓迎会及び新年会を開き、酒や料理に舌鼓ながら、今

年山岳写真の抱負や最新のカメラの様子を語り、終了しました。
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山匿写裏同人四季写！裏鵬庄
我が心に映る山 『山の息吹 j

山岳＇序真洞人四や 1:1p: http://WWWふ叫m玉ki.com

写真展案内ノ
山岳写真同人四季写真展

『我が心に映る山 』

・期間＝ 2月 21日 （木） ～ 3月 5日 （火）

10時～ 19時

・会場＝ヒルトピア アートスクエア

（ヒルトン東京地下 1階）

新宿区西新宿 6-6-2

●JAPAからの出展者 ：小堀彰、

大石高志、川井靖元、名取洋、

鈴木菊雄、松原貴代司、青山洋子、

岡 孝 雄 、 察 螢 、 金 起 換 、 道 健 一 、

緑川邦雄、瀬戸口隆司、

大村粛、池田栄子

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I II I 

写真展案内ノ
フォトグループいぶき

四季のいぶき写真辰

日時 2019年 4月 5日（金）～ 11日（木）

10時～ 19時（最終日 16時迄）

会場 富士フィルムフォトサロン／東京

東京都港区赤坂 9-7-3

フジフィルムスクエア内

Tel 03 (6271) 3351 

◎下記の JAPA会員が出品

安藤弘子、 加 藤 誠 、 柴 田 邦 彦 、

武田文江（順不同）
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井村榮二 写 真 展

丹沢山地四季皿廊

・会期 2019年4月3日（水） ～ 15日（月） 10 : 30 "-J  1 8 : 30（火曜定休）

・会場 リコーイメージングスクエア新宿ギャラリー I& II 

I I I I I I II I I I II I I I I I I I I I II II II I I I I I I I II I I I II I II I II I I I I I I I II I I I II II II II I I I II I I I II I I I I I I II II I I II I I II I I I II I I II I I II I I I II I I I I I II I I II I I I I I I II I I II I 11 11 I I I I I 11 11 11 I I I II I I 

第19回あすなろ写友会作品展

秋麗（永岡和子）

く指導＞花香勇日本山岳写真協会副会長

池田栄子 小関正利 倉橋信行 鈴木進 関口孝

永岡和子 日野美知子増田健三 三森展弘 森下健一

渡辺良

場所 松戸市文化ホール4F（市民ギャラリー1・2)

期間 平成31年4月2日（火）～4月7日（日）

10時～18時（初日 12時30分 最終日16時）

連絡先 増田健三（会長） Tel 04 7-343-4680 
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第 19回

あすなろ写友会作品辰

◎期日平成 31年 4月2日（火） ～ 

7日（日）

(10時～ 18時）

◎場所松戸市文化ホール4F

市民ギャラリー 1、2

◎JAPA会員出品者

花香勇（講師）、池田栄子、鈴木進、

三森康弘、渡辺良



松井勝男氏 藍綬褒章受章（元上田支部長）
ー・....... , ......... ..， 当協会々員の松井勝男氏 （長野県軽井沢町

在住、元日本山岳写真協会上田支部長・初代）

は昨年藍綬褒章を受章され、今年 1月9日に

地元軽井沢のホテル音羽の森においてその祝

賀会が開催された。

} 盛大に行われた祝賀会で当協会からは橋本

勝会長が出席、来賓祝辞をおこなった。

松井氏は写真以外にも北佐久地区や軽井沢

町など地域社会の活動等多方面に活躍されて

いる。
ゞふえ’ 9,9 9~`<^ャベ'‘‘”‘’'▼▼ク ・▼人ぶ"'-''"・ 2... ” 

............................................................................................................................................................ 

日本山岳写真協会
会報 「協会ニュース」 発行予定

毎回 15日発行、原稿提供者は発行月 の前月末までに飯田宅送付のこと

（原稿 ・写真とも）。会報のレギュラー原稿については下記の通り

～平成31年度(2019)「会報」担当予定表～

2019年 1月 会長、支部長あいさつ 松本

2月 理事長 首都圏（総会風景）

3月 ※休刊 ※休刊

4月 関西 南 信

5月 松本 北 陸

6月 両毛 東 海

7月 北陸 関西

8月 東海 松本

9月 南信 首都圏（写真展）

10月 首都圏 両毛

11月 ※休刊 ※休刊

12月 首都圏 山梨

2020年 1月 会長、支部長あいさつ 松本

* 1月の会長、支部長あいさつは新年用あいさつ

* 3月・11月は休刊といたします

・会報は 10回発行となりましたので休刊月前後の開催（写真展等）については注意

して下さい。

• 原稿送付についての注意点

各自の原稿は発行月の前月末までに飯田宅に送付（メール可）

メールアドレス iida_nobu_l4l3_photo@ybb.ne. jp 

•なお協会ホームページ連動するため写真展予告等は会報用以外に IT担当の鈴木菊雄氏

にも連絡のこと。
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2019年

表紙トップページ

日本山岳写真協会（本部）ホームページ・新Webの現況と予定
2019年1月版

最上行に項目別にリンク会の概要と歴史

i 

I 

三*3月よりリンク先変更

三
l 
関西支部

4：t陸支部

l 
南信支部
？ 

イベント•お知らせ等

一般公募写真展

協会発行のカレンダー

本部、支部写真展、会員の活踵情報・写真展など

公募要項の掲載

カレンダーの写真と解説、購入先へのリンク

出 版 物 の 案 内

ギャラリー1（協会展作品）

ギャラリー2（公募展作品）

ギャラリー2（選抜展作品）

入 会 の 案 内

支 部 の 紹 介

協会出版物の紹介

協会写真展の作品掲載（別館と統合）

公募入選作品の掲載（別館と統合）

選抜写真展の作品の掲載（別館と統合）

入会申込書、入会案内

各支部より寄せられた記事で構成

会員ホームページ 会員HPへのリンクページ

公開版facebookヘリンク 最新のイベント情報やお知らせなど

協会展募集要項や、会員への各種案内など

ギャラリー1（協会展作品）

English Inex ギャラリー2（公募展作品）

ギャラリー2（選抜展作品）

■更新予定 （毎月末から月初めに更新予定）

1) 2019年3月までに別館のプロバイダーが本館と同じになります。リンクなどが変更されます。

2)表紙写真は協会展作品より選んで掲載します。年間予定表を12月会報に掲戴。

3)ギャラリー頁は別館と統合して、サムネイルをクリックしてLサイズが表示されます。．

4)トップページは本部主催の行事や例会などを優先、支部写真展や協会のPRになりそうな事項も掲載します。

支部展や個展、会員出展の写真展・活躇ニュースなどの掲載を希望される場合は、早めにご連絡下
さい。会報に掲載後に転載することもあります。

会員個人HPへのリンクを希望される場合、また中止やアドレス変更がありましたらご連絡下さい。

5)英文ページはトップページのみ残して、各ギャラリー（コピーは日本文）にリンクします。

6)協会展募集要項や応募票(EXCEL)、会員連絡などは下段の「会員専用」に掲載します。

パソコンで応募票を作成されたい方はご利用下さい。

7) 2017年3月より公開版facebookを立ち上げました。掲載希望は担当へご連絡下さい。

●担当分担：トップページの更新及びホームページ運用全般 鈴木菊雄 suzu99@d9.dion.ne.jp

ホームページ別館・ギャラリーの制作と更新、 Facebook関係、 上ヶ平裕彦 kami@forest.ocn.ne.jp
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平成31年度 (2019) 執行部役割分担 ◎印は責任者 五十音順
—·• • 

名誉会長 川口邦雄 理 事 瀬戸口隆司 会計

会長 橋 本勝 会統括・渉外 JI ◎渡辺良 企画

副会長 川井靖元 企画 町田佐智子 写真展 （兼総務）

副会長 鈴木克洋 総務 （兼会計）

副会長 花香勇 写真展 委員 大村粛 企画

＂ 杉浦敦哉 写真展

理事 長 大 石高志 理事会 統 括 ＂ 関口俊夫 写真展

副理事長 ◎飯田信義 会報 ＂ 曽布川善一 写真展

副理事長 ◎岩本直樹 総務 ＂ 吉 田 仁 企画

副理事長 ◎清水隆雄 写真展

理事 青山陽子 総務 支部理事 鎌 田 則 雄 東 海 支 部 長

＂ 伊藤哲哉 企画漢写真展） ＂ 北川定 関西支部長

,, 
◎小堀彰 会 計（兼写真展） ＂ 百瀬典明 松本支部長

＂ 上ケ平裕彦 IT 傭［会報 ） ＂ 津野祐次 南信支部長

＂ 久保田有信 総務 II 橋本博之 両毛支部長

” ◎鈴木菊雄 IT（兼写真展） ＂ 福島静雄 山梨支部長

＂ 高見源彰 北陸支部長

■監事（会計・ 業 務 監 査 ） ： 川 嶋 新 太 郎 金剛寺拳

平成 30年度新入会員の紹介•退会その他 平成 30年 1/1-12/ 31 

新入会員欄 新入会員欄 休会者・退会者・物故者

番号 氏 名 在住地 番号 氏名 在住地 退会・物故者の計 29 名

1066 鶴巻雅男 群馬県北郡馬郡 1088 原田徹 東京都港区 休会者｛理事会承認事項・期限3年｝

1067 清水俊一郎 長野県伊那市 1089 藤森正彦 長野県諏訪郡 922山野井直登． 607後藤正敏

1068 岩月邦文 愛知県名古屋市 1090 増田信子 大阪府八尾市 610 井上雅至 •311 尾身博之

1069 岡田雅彦 兵庫県三田市 1091 松下智昭 神奈川県鎌倉市 ●会費未納者 4名

1070 沖本正彦 大阪市西淀川区 1092 水谷真士 静岡県浜松市 1026 井原弘貴 •769 井深漢一

1071 角井伸一 東京都世田谷区 1093 水谷嘉孝 愛知県名古屋市 手塚裕子 •976 山田孝幸

1072 片 山響 茨城県水戸市 1094 三富博文 神奈川県川綺市

1073 熊谷和広 神奈川県川崎市 1095 宮下剛 京都府京都市 ●退会者（退会順） 20名

1074 倉橋篤 東京都清瀬市 1096 森下敦 東京都豊島区 1046 田中伸幸 •931 小松均

1075 篠田好人 島根県松江市 1097 矢谷朝一 大阪府大阪市 660 林哲史 •768 早川潔

1076 柴田敏文 茨城県日立市 1098 矢作英夫 栃木県足利市 1030 大橋澄子 •568 後藤寛

1077 島田穣 埼玉県比企郡 1099 山本恭敬 東京都中野区 716 服部昭義 •939 高橋翌

1078 清水賢介 千葉県流山市 1100 米本峰久 長野県長野市 1050 中本いくゑ •767 島谷義明

1079 瀬山夏彦 東京都荒川区 1101 田 村 裕 宮山県射水市 1068 山矢隆雄 •687 上本寅雄

1080 作道暁 富山県中新川郡 1102 猪 原 寛 栃木県宇都宮市 606 中埜佑幸 •410 仲村健

1081 寺田彰吾 石川県金沢市 1103 吉村和生 静岡県三島市 880酒井悠巳子・ 379篠 田義三

1082 中根武司 愛知県岡崎市 1104 察螢 長野県上田市 539石山信夫・ 1023安倍利長

1083 長田和幸 兵庫県洲本市 1105 勝間田竜二 千葉県白井市 1075篠田好人・ 1096森下敦

1084 永野正則 神奈川県横浜市 ▼次年度へ ●物故者 5名

1085 野田誠 福島県西白河郡 入会査40名 228 深澤和男 •327 相良宝作

1086 長谷川明 新潟県加茂市 116笠間 幸 夫 37赤沼淳夫

1087 長谷川勇 東京都羽村市 791綿 貫 棗
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平成2019年度 日本山岳写真協会契約宿泊施設一覧
2019年1月現在

宿泊施設名 l宿泊料割引l 連絡先 TEL宿泊施設名 1宿泊料割引l連絡先TEL_＿11 

｀ 
【北アルヲス】 ［北アルヲス・美ヶ原・八ケ岳など】

燕山荘 1000円引 0263-32-1535 
ヒュッテ大槍 ” 

II 

大天荘 ’’ 
II 

大天井ヒュッテ ” 0263-35-7200 
槍ヶ岳山荘 ＂ 

II 

槍沢ロッヂ II 

＂ 南岳小屋 II ” 
双六小屋 ＂ 0577-34-6268 
鏡平山荘 II 

＂ 黒部五郎小舎 ” ” ワサビ平小屋 ” ＂ 三俣山荘 ” 0263-83-5735 
水晶小屋 ＂ ＂ 雲の平山荘 ＂ 046-876-6001 
湯俣山荘 II 休業中
笠ヶ岳山荘 10％引 0578-89-2404 
太郎平小屋 ” 076-482-1917 
薬師沢小屋 ＂ ” 高天原山荘 ” ” 
スゴ乗越小屋 ” ” 白馬山荘 *1 0261-72-2002 
白馬尻小屋 II 

＂ 白馬大池山荘 ” ” 白馬鑓温泉小屋 ＂ ” 栂池ヒュッテ ＂ 0261-83-3136 
五竜山荘 II 0261-72-2002 
キレット小屋 ” ” 村営白馬岳頂上宿舎 *1 0261-75-3788 
村営猿倉荘 *1 ” 天狗山荘 ” II 

冷池山荘 ＂ 0261-22-1263 
種池山荘 ＂ ” 新越山荘 ” ＂ 針の木小屋 *1 0261-22-1584 
ヒュッテ西岳 10％引 0263-77-2008 
槍ヶ岳殺生ヒュッテ ” 湯俣温泉晴嵐荘 ” 090-5535-3667 
餓鬼岳小屋 ＂ 0261-22-2220 
常念小屋 ＂ 0263-33-9458 
烏帽子小屋 II 0261-22-5104 
野口五郎小屋 ＂ 0261-22-5758 
北穂高小屋 ＂ 0263-46-0407 
涸沢ヒュッテ II 03-3211-1023 
涸沢小屋 ” 090-2204-1300 
岳沢小屋 1000円引 0263-35-7200 
唐松岳頂上山荘 *1 090-5204-7876 

横尾山荘
徳沢園
徳沢ロッヂ
徳本峠小屋
穂高岳山荘

西穂山荘
甥澤小屋

みくりが池温泉

雷鳥沢ヒュッテ
ロッジ立山連峰

大日小屋
内蔵助山荘

早月小屋
池ノ平小屋

仙人池ヒュッテ
乗鞍岳肩の小屋
BELL鈴蘭小屋
位ヶ原山荘

美ヶ原王が頭ホテル

美ヶ原桜清水コ丁ージ

Pプチホテル志鷹［八方

【南アルプス】

幽小屋
【八ヶ岳】
赤岳天望荘
八ヶ岳山荘

硫黄岳山荘
夏沢鉱泉

根石岳山荘
【谷川岳】

I土合山の家

饂【富士五湖】
民宿原の家

民宿松籟荘
【大台ケ原

心・湯治館大台ケ原

桃の木山の家
山ノ家粟谷小屋

【石槌山】

1白石旅館
【東北の山
乳頭・鶴の湯温泉本館
乳頭・鶴の湯別館山の

10％引 0263-95-2421 
(*2) 0263-95-2508 

10％引 0263-95-2526 
10％引 0263-78-2350 

＂ 0578-82-2150 
II 0263-36-7052 

” 076-482-1319 

＂ 076-463-1441 

” 076-463-1753 

” 076-463-6004 

＂ 090-3291-1579 
II 090-5686-1250 

” 090-7740-9233 
II 0765-62-1159 

＂ 090-7080-3218 

＂ 0263-93-2002 

” 0263-93-2001 

＂ 090-9001-7362 

＂ 0263-31-2751 

＂ 0263-31-2314 

” 0261-72-5550 

10％引 l055-288-2421

個室料金 0266-74-2728 
10％引 ” 
＂ 0266-73-6673 

” II 

” ＂ 
10％引 l0278-72-5522

10％引 l0269-34-2606

0555-84-2075 
0555-84-2216 

” 07468-2-0120 
II 0597-32-2052 

” 090-1567-0010 

10％引 Ios97-59-0032 

10％引 10187-46-2139
II 0187-46-2100 

※契約先施設利用の際は、【日本山岳写真協会会員証】を提示の事。
*1宿泊料の割引は山小屋毎に指定宿泊の際申し出の事 ●小屋が独自の割引や変更をしている場合があります。
*2 1泊2食付、相部屋700円引、個室1000円引 ●協会と小屋が毎年割引確認や更新はしておりません。
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小島台吉 『賛岳逍遥』感謝の気持ちを写真集に

小島台吉山岳写真集

『賛岳逍遥』谷川岳そして魚沼の山々へ

会員往来

I所属変更 I

No.1100 米本峰久公募⇒松本

No.1089 藤森正彦 /1 ⇒松本

No.1102 猪原 寛 II ⇒両毛

No.1080 作道 暁 ケ ⇒北陸

No.649 池田則章 北陸⇒本部

I住所変更 I

No.809 小林直樹

〒015-0077 秋田県由利本荘市

l退会 I

No.379 篠田義三 No.539 石山信夫

No.1023安部利長 No.1075篠田好人

No.1096森下 敦

1会費未納退会 I

No.796 井深真一 No.976 山田隆幸

No.1026井 原弘貴 No.1048手塚裕子

I物故者 I

No.37 赤沼 淳夫 （松本支部）

No.791 綿貰緊

．
 

ー
―
-
＿
・
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両毛支部所属の小島台吉さんが、自費

出版による写真集を上梓した。 タイトル

は、 『賛岳逍遥—谷川岳そして魚沼の山々

へ』。小島さんの故郷の山で日本有数の豪

雪地帯である谷川岳を中心に魚沼の山々

を網羅している。

登山家として写真家として、これまで

の人生を振り返り、山、仲間、家族、と

りわけ故人となった奥様への「感謝」の

一冊となっている。

自費出版 ・私家版 250x 240mm 108ページ

掲載写真 101カット （カラー一部モノクロ）

価 格 3000円（税込） 2018年 11月

問合せ小島台吉

携帯電話 090-3243-3116 
メール d-kojima@bay.wind.ne.jp

4月デジタル研究会

第 74回デジタル研究会を

下記により開催します。

日 時 4月4日 （木）18:30 ~ 

場所 日本山岳写真協会 本部事務所

テーマ 春山の撮影について、他

会 計 よ り の お 願 い

平 成 31年度の年会費を

3月31日までに

振り込んで下さい 。

4月号の予告

表紙南信支部

巻頭言 関西支部

｀ 
． 

日本山岳写真協会事務所

〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15番4号

第一原嶋ビル 502号

◎住居表示が変更になりました

日本山岳写真協会

TEL/FAX. (03) 5357-7387 

会報担当：飯田上ヶ平

｀ 
・鳳
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