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●総会開催令和2年 2月2日 （上野・精養軒）

3月例会のお知らせ
I や八， 

日 時 令和2年 3月26日（木）
I 

• 叙笞I祇匹翠紡名

PM 18 : 30 ~ 20 : 30 

会 場 ハロー貸会議室飯田橋駅前

Ii ，乞仁-初贔-印-必飲鼠噂庄9 1 

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

I 

内 六合 「作例でわかる山岳写真のABC」
講 師 鈴木克洋（日本山岳写真協会・

写真展審査委員長・副会長）

例会担当 （渡辺、大村）



巻頭言

令和 2年度のご挨拶 と事業活動計画

理事長大石高志

．
 ． 

本年度より、新たな元号の令和 2年での活

動を迎えます。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。

昨年は創立 80周年の記念事業として写真

集「美山彩嶺皿」と「協会写真展の歴史」の

出版を行いました。記念講演として東京都美

術館講堂にて橋本会長の 「カムチャッカの山

岳写真と人々」と写真展審査委員長の鈴木克

洋副会長の「作例でわかる山岳写真 ABC」

を開催しました。又上野精養軒にて永年会員

21名の表彰式を行いました。

今年は新たに次の周年に向けての通常の年

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」「各支郎写真展」「カレンダー発行」

等の活動を行っています。支部撮影会も各支

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。

［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（東京上野）での写真展開催 （今

年は 8月31日（月）から 9月8日 （火））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東

京都美術館の講堂で映像を使って紹介してお

ります。今年は関西支部と山梨支部の担当で

予定しています。

［選抜展の開催］

組み写真による選抜展も今年の募集は 18

回目となります。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。昨年募集の写真展は今年4月16日（木）

から 22日 （水）ポートレートギャラリー （東

京四谷）で開催します。

［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。本年は東海支部の主幹で 9

月に乗鞍岳での撮影会の企画を立てていただ

いております。参加募集は会報にてご連絡し

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 470名。昨年の入

会者は 48名、退会者・物故者は 18名で 30

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。

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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そ

→ 日時

場所

議事録

日本山岳写真協会

令和 2年度総会開催

で

ふ

司 会

令和 2年 (2020年） 2月2日（日）

午後 1時～ 3時30分

上野精養軒 2階梅の間

飯田信義副理事長

岩本直樹副理事長

大村粛委員

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大村 粛

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

議事録を担当する。

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 り令和 2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 469名、

本日の出席者 82名、委任状 216名、出席者

合計298名 （出席率 63.5%）で過半数以上と

認められましたので、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 宮坂

直木、伊藤信夫、高橋茂雄、後藤正敏の 4
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

橋本会長は都合で欠席のため挨拶文は新年

会の席上で副会長が代読することになりまし

た。（別頁参照）

5 議長の選出の件 （司会者）

会則 14 条—4 では、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

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

議
長
の
鈴
木
副
会
長

事を開始する。

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限られた時間のなかで有

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、令和元年度

の事業報告、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させていただ

きますのでご了承ください、質疑はその後お

願いします。

■議事 ■
①令和元年度事業報告 （大石高志 理事長）

平成 31年度定期総会と新年会は昨年の 2
月 3日 （日曜）に上野精養軒で開催しました。

総会には76名の出席者、委任状227があ り、

新年会には招待者 13名、会員 76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。6月に開催されました。

定例理事会は、毎月第 3木曜日に協会事務

所で開催、令和元年度には 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 15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、 また写真展審査委員 5名の

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月締め切

りで作品募集して 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271点、全紙

56点また公募は全紙 78点を選考しました。

協会展は 8月31日 （金）～ 9月8日 （土）
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の8日間（休館日は 9月2日（月））の開催で、

協会員作品 273点、公募展を含め合計で 351

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 2日間講堂にて

開催し、 9月3日（火）「カムチャッカの山岳

写真と人々」として橋本勝会長の講演と 、9
月4日（水）「作例でわかる山岳写真 ABC」

として写真展審査委員長の鈴木克洋副会長で

講演を行いました。

9月 7日（日）には、上野精養軒で永年会

員 21名の表彰式及び一般公募入選者の表彰

と写真展祝賀会を開催、招待者 16名、会員

107名、公募入選者他 19名の参加がありま

した。

支部写真展は 6支部が開催、関西支部は今

年の 4月に京都市京セラ美術館 ・本館で開催

予定です。

2018年 （平成 30年度）募集の選抜展「そ

れぞれの山」は5月16日～22日の7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。

2019年（令和元年度）募集の選抜展は今

年の 4月 16日～ 22日に「ポートレートギャ

ラリー」で開催予定です。

2020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。

月例会は 5回、デジタル研究会 7回を開催

いたしました。

撮影会活動は協会合同撮影会を関西支部主

幹で 11月 16日 （土）～ 17日 （日）鈴鹿 ・

御在所岳で 27名の参加で開催されました。

各支部の撮影会も開催され、活発な写真作

品作りが行われました。

②令和元年度決算報告 （小堀 彰理事）

報告内容は 5項目に分かれ、令和元年度の

一般会計決算書、写真展決算書、選抜展決算

書、受賞基金決算、事業会計決算書、他財産

目録などの順に説明をした。

＊一般会計の主な収入財源は会員 430名と家

族会員 3名との年会費、他 43名の公募展

の入会金、その他、前年度繰越金と預金の

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 37%、

会報費 25%、支部補助費、支部展補助費

16、5%、 協会写真展への補助費 15％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、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 ・ 写真展製作費、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、優良賞 3名に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 80周年記念出版参加費、

カレンダー販売、出版物売上金と繰越金と

の合計。

支出は （永年表彰費・招待者費他）カレン

ダー製作費や 80周年記念出版物制作費用、

チャリテ ィーの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、選抜展、周年記念事業、出版関

係）ごとに銀行口座が分かれているので参

考にしてください、その他備品などの説明

をした。

③令和元年度 会計監査報告

（川嶋新太郎監事）

1月 11日協会事務所において監事 2名、

会計理事 2名、大石理事長の立会いのもと、

収支会計帳簿類、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報告い

たします。

議長より令和元年度の事業報告・決算報告

に対して特に質疑も無く、令和元年度事業報告

と決算報告が満場一致拍手で承認されました。

④令和 2年度事業方針 （大石高志 理事長）

主な事業について

当協会は昨年創立 80周年を無事終え、次

の周年に向けて活動をしていきます。

日本の山岳写真界の発展と活性化に貢献と

発信源として会員各位の活発な活動を支援し

ていきます。そのために協会展等の継続的発

表の場を確保し、会員の作品制作の積極的な

活動展開するため下記に事業を推進する。

0定例事業

1 写真展

2
 

撮影会

大
石
理
事
長

協会展 ・公募展 ・選抜展・各

支部展、協会展の巡回展

本部支部合同撮影会 ・各支部

公開撮影会
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3 例会セミナー 年 4回 （一般参加の拡

充）

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、賛助会社

等の協力による会運営。

以上の項目ごとに大石理事長より説明があ

り、質問も無く事業方針が承認されました。

⑤令和 2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 （月）～9月8日（火）

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 13

日～ 3月21日まで、 ]APA事務所で受け

付けをする。

すでに 1月会報に応募要項を同封した。採

用点数は協会展の約 250点、公募展は約

60点の予定。

作品審査は 4月4日 （土）～5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展とは別に

4月11日のみ受付で、審査は 4月16日（木）

を予定。

＊選抜展は今年の 4月 16日 （木）～4月22
日（水）まで四谷のポートレートギャラリー

にて 13名の全紙組写真として開催する。

2021年の作品応募は 6月中旬で、審査は 7

月中旬を予定。また山と揆谷誌などの山岳

誌に掲載を依頼する。

◎令和 2年度の支部展は 7支部で開催する。

その展示スケジュールを説明した。

1月の東海支部展 （富士フイルムフォトサ

ロン名古屋）から、 4月に関西支部展 （京都

市京セラ美術館）と第 25回南信支部展 （飯

田移動展）（飯田市美術博物館）が追加された。

7月には 3支部が予定、北陸支部展 （富山

県民会館）、山梨支部展（山梨県立図書館）、

両毛支部展（栃木市文化会館）などが開催さ

れます。

9月には第 26回南信支部展 （辰野美術館）、

10月下旬松本支部展 （松本市美術館）各支
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部展の開催予定。東海支部では創立 40周年

記念写真展を愛知県美術館で 11月 17日～

23日の開催を予定している。

●事業計画 （渡辺良理事）

＊月例会は公開で年 4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。

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 HPで予告掲載して

いる。

今年最初の月例会は 3月 26日会員の鈴木

副会長の講師を予定している。5月と 7月、

11月の月例会のテーマは未定。協会ニュー

スやホームページで予告する。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2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の開催期間中の

9月 1日と 2日、東京都美術館講堂で関西

支部と山梨支部が担当。各々のテーマなど

は会報、ホームページや案内はがきに掲載

する。

＊合同撮影会は東海支部主幹で北アルプスの

乗鞍山系で 9月下旬計画している。詳細は

会報に掲載する。

＊協会展祝賀会 9月5日 （土）上野精養軒会

場で、また一般公募入選者表彰式の開催も

同会場を予定している。

＊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と販

売 （協会展期間中）は継続事業として計画

している。

⑥令和 2年度予算案 （小堀 彰理事）

今年の事業方針と事業計画に基づき、一般

事業と写真展関係事業について予算を計上し

た。

消費税の値上げに伴い一部加算して計上し

ている。

0一般会計予算

＊収入では、会員の年会費と、一般公募の入

会費などが主な財源である。会員数は徐々

に増えていて 430名を想定、家族会員 3名、

公募展の入会金 35名分を想定した予算と

して計上した。

＊支出では固定費に事務所関係 （今年は更新

契約）、会議費、交通費、事務印刷、備品

など、会報関係、支部補助関係、写真展補

助費、その他である。

特別事業以外、全体的に昨年度の実積を基

に消費税値上げも考慮し予算を計上したと

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
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料、（応募者の写真展参加費は消費税値上

げに伴い個人負担が改訂された、12月会

報で告知済）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

プション板類、作品梱包返却料、巡回展送

料、公募展パネル制作料、一般公募表彰関

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、支出は写真展製作費、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昨年同様計

上した。

＊事業会計予算はカレンダー売上金などが財

源で、支出は、カレンダー制作費、他出版

物、チャリティーの販売寄付金などを計上

した。

質疑について

＊令和元年度の会員数と 2年度の予算案の会

員数の表記について違いがあるとの質疑が

あり、理事長が予算立て時の見込み数など

について回答した。

＊南信支部展の会場が市の抽選で 4月上旬に

決まり、飯田市美術博物館で 25回展の開

催を予定した。

9月の 26回展示は予定通リ辰野美術館で

開催すると報告した。

質疑応答の後、令和 2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

係予算などが満場一致で拍手で承認された。

⑦ホームページについて （鈴木菊雄 理事）

IT係は主に協会のPC関係の保守管理やホー

ムページ ・新WEBの更新を担当しています。

① 毎月末から月はじめに更新作業をして

いる。管理運営と更新作業は鈴木菊雄理

事（ホームページの更新）、上ヶ平理事 （別

館アーカイブ ・新 WEB・フェイスブック

更新）を2名で分担して作業をしています。

各支部のホームページは各支部で運営し

ている、疑問点は各支部に問い合わせく

ださい。

② 個人・グループで掲載希望者は直接担

当者宛てにメールか、文書にて連絡して

ください。会員の活動情報、写真展、出

版などホームページでは約 3カ月前から

掲載可能です。フェイスブックは随時掲

載していますので早めに連絡して下さい。

③ 2020年度からホームページの会員専

用欄をパスワード管理としました。

パスワードは会員証に掲載、毎年変更予

定です (1年間のみ有効）。 会員外への

漏洩に注意する。

④ IT担当は他の業務も兼務してお り、

鈴木理事 （写真展 ・公募展）、上ヶ平理

事 （会報）です。

写真や掲載情報はなるべくメールで送付

をお願いします。

⑧其の他

0協力宿泊施設について（参考資料として添

付） 担当川井靖元副会長
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写真左から百瀬松本支部長、鎌田東海支部長、緑埜両毛支部長、高見北陸支部長、

福島山梨支部長、津野南信支部長、山下関西支部長

＊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

交渉をしている。

＊当協会と山小屋の管理者とが毎年割引の更

新はしており ません。また山小屋等はいろ

いろな登山団体や写真団体、大手スポーツ

用具販売会社などと独自の割引をしており

ます。また小屋独自で割引価格の設定 ・変

更・割引中止をしている山小屋もあり注意

してご利用ください。

＊ご利用の際は協会発行の会員証を提示し、

トラブル防止のため、価格を確認してから

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。

0執行部 (2020年）編成 役割分担で一部変

更があ り説明した （大石理事長）

令和 2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
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（写真展）• 関口俊夫 （写真展） ．
曽布川 善ー （写真展）

（新任）緑川邦雄 （企画）

0各支部長

鎌田則雄（東海支部長） ・山下豊吉 （関西支

部長）1月関西支部総会にて支部長に就任 ・

高見源彰（北陸支部長） ・津野祐次 （南信

支部長）・緑埜公一 （両毛支部長）• 福島静
雄 （山梨支部長）・百瀬典明 （松本支部長）

⑨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。

7 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 273点の中よ り、審

査委員会が協会展会場で選出した 3名の優秀

作品賞の授与式が行われた。

総会の席で花香副会長より優秀賞の賞状と

記念メタルが授与されました。

0風見武秀賞緑埜公一氏「天空の花園」

飯豊連峰北股岳付近

0羽田栄治賞金綱重治氏 「山行を振り返

り見る午後」 北アルプス北穂高岳

OH氏賞察螢氏 「幻の指岩」 中国 ・黄山

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。

〇内田耕作 （創立会員 ・故人）作品展の紹介

佐久間博氏より紹介。

東京都千代田区一番町 25 日本カメラ博

物館 (JCIIフォ トギ ャラリ ー）で 4月末

より予定。

〇カレ ンダー作品の採用者の原稿料支払いに



ついて （フォト信州 佐々木信一氏）より

説明した。

8 各支部紹介 （司会者）

0松本支部（百瀬支部長）今年の 10月支部

展開催など事業計画を報告した。

0東海支部（鎌田支部長）支部創立 40周年

を迎えて愛知県美術館にて記念写真展を開

催する。名古屋市の夏山フェスタにも参加

を計画。初めて乗鞍山麓の五色が原の撮影

会をした。合同撮影会の主幹支部として 9
月に乗鞍岳での撮影会を計画している。

0両毛支部（緑埜支部長） 43名会員が活動

している。6月に総会を予定、今年の事業

計画等を報告した。

0北陸支部 （高見支部長）支部総会を26日

開催した。新たに金沢大学病院ギャラリー

で写真展の隔年開催を計画している。会員

活動も括性化していると報告した。

0山梨支部（福島支部長）、 1月 24日支部

総会を開催。少人数の支部であるが各自の

特徴を生かして活動している。山梨支部展

は今年から毎年開催を計画している。

0南信支部（津野支部長）1月 25日支部総

会を開催した。追加で 4月に飯田市美術博

物館で 25回展の飯田移動展を計画中。毎

月月例会を開催、支部撮影会も計画中。

0関西支部（山下支部長）、関西支部展は 4
月7日からリニューアル改装工事が終了し

た京都市京セラ美術館・本館にて開催され

ます。一昨年の合同撮影会が台風災害で開

催できなかったが、昨年は鈴鹿・御在所岳

で皆様の協力で開催できた。

9 新入会員の紹介（岩本直樹副理事長）

今年の新入会員は 48名、主に公募展で入

会されました。本日の総会に出席された新入

会員の 6名（織田吉夫氏・河野啓氏・笹木

慶一氏•関ロ一雄氏・西村格氏） の方が、
山歴や写真歴などの活動報告と、今後の抱負

についての自己紹介をしました。

今後とも協会事業に積極的に参加していた

だくようご協力ください。

10 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。ご協力ありがとうございまし

た。

これにて令和 2年度の定期総会を閉会いた

します。

‘““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““/ 令和2年JAPA新年会開催
―‘“““““““““------

日時令和 2年 2月2日（日） 16 : 00 ~ 18 : 00 

場所上野精養軒

恒例の令和 2年日本山岳写真協会の新年会

は、令和 2年度の定期総会に引き続き、定着

した上野精養軒 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

盛大に開催されました。当日は、典型的な冬

型天候で、風は冷たいが快晴の総会 ・新年会

日和でした。総会自体は、会員皆様のご理解

と協力により、スムースに進行し、比較的予

定より早く終了いたしました。

今回の新年会は、元号が令和に変わり、初

めての記念すべきものになりました。ただ今

回、橋本会長が体調不調により、総会・新年

会も欠席せざるを得ない状況により、いつも

元気な会長のお姿がなく、少し静かなものに

なり ました。

さて、定刻どおり、司会の渡辺理事の「開

会宣言」の発声で始まりました。

〇 会長挨拶 今回、前記のとおり、橋本会

長の欠席に伴い、予め会長が用意した挨拶文

を、会長代理として鈴木克洋副会長が、代読

として皆様にご披露いたしました。以下、橋
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本会長の挨拶文は、次の通りです。

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は、当協会の活動に特段のご高配を

賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私達日本山岳写真協会は、昨年創立

80周年を迎えました。山と自然に造詣の深

い皇太子殿下が天皇陛下にご即位され、元号

が「令和」に変わる改元とも重なり感慨深い

年となりました。

昨年、 8月 31日から 9月 8日まで、日本
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山岳写真協会展「2019-山・われわれをめぐ

る世界」を、上野の東京都美術館で開催しま

した。同展は陛下が皇太子殿下時代に 13年

連続で特別出品され、行啓も賜った由緒ある

写真展として発展を遂げております。周年事

業として開催した昨年は、会員作品と一般公

募の入選作品合わせて 351点を展示し、盛大

な写真展となりました。

また、 80周年の記念写真集「美山彩嶺皿」

は、有志の応募作品 560点の中から選考し、

国内外の山岳写真 229点を収録する多彩な内

容となりました。

さらに、 11月には関西支部のご尽力によ

り鈴鹿山系御在所岳での合同撮影会を行って

おります。こうした周年行事や撮影会など多

くの事業を成功させることができたのも、理

事長はじめ、審査委員や絹集委員、各支部の

支部長、支部会員の皆様各位の尽力と関係機

関の皆様にご協力をいただいたお陰でありま

す。この場をお借りして、改めて御礼を申し

あげます。

当協会は、昭和 14年 12月に東京山岳写真

として発足しました。山岳写真界の俊英とし

て、不動の存在を維持できているのも先輩方

の尽力、関係機関のお力添えによるものです。

自然と対峙する我々は、過去から現在に至る

山容の変化にも気を配る任を負っておりま

す。気候変動に伴う様々な現象が起こる中、

環境変化に鋭敏な写真集団でありたいと思い

ます。

ところで、今年 2020年は 56年ぶ りに東京

でオリンピ ックが開かれます。スポーツクラ

イミングが追加種目として初めて採用され、

日本選手はもちろん、当協会の新年会・協会

展祝賀会に欠かさずご出席いただいている八

木原捌明・日本山岳・スポーツクライミング

協会会長をはじめとする関係各位の活躍が期

待されます。1964年の東京オリンピックが

その後の日本の発展に大きな役割を果たした

ように、今回オリンピック ・パラリンピック

もわれわれの将来に大きな意味を持つものと

感じております。

「子年は繁栄の年」と言われております。

十二支最初の干支でもあります。

諸先輩方の教えを引き継ぎ、当協会の 90

周年、 100周年への確実な一歩になる年にし

ていきたいと思います。

最後になりますが、本日ご参会の皆様の、

ご健勝と益々のご発展をご祈念申し上げ、新

年のあいさつといたします。皆様と、共に前

進して参りましょう 。

0ご来賓代表挨拶（公益社団法人 日本山岳・

スポーツクライミング協会

会長 八木原閉明様）

改めまして明けましておめでとうございま

す。また今年もこの席で、皆様にご挨拶でき

ることを喜んでおります。先日、今度の日曜

日は、山岳写真協会の新年会だなと風呂に入

りながら、「そういえば俺も中学校の時、写

真部だったな」と思い出しまして、少し位写

真に関する話をしなければと思いました。

さて、中学 2年生の時、スキー ・スケート・

山岳部と写真部に入っておりました。木造校

舎の理科室の奥に暗室があり、顧問の先生が

赤い電球を灯けると、かなり鼻にツンと来る

ような液でピンセ ットを摘まんだ覚えがあり

ます。

そんなことを思い出して、実はこんな話を

写真と関係があると自慢をしようと今日は出

て参りました。中学 3年生の修学旅行の時、

箱根とか静岡の久能山に行きましたが、友達

がベンチに座っている写真を撮って、その時

いたずらした表情の写真が良いと顧問の先生

に褒められたことを思い出しました。

ただ写真は、私はヒマラヤ山から、相当な

枚数の写真を撮ったはずですが、皆さんが撮

られるような写真は撮れませんでした。

かつて、一度ネパールヘメンバーで橋本さ

ん達と一緒に行ったことがあります。ネパー

ル・ポカラの街から、アンナプルナ連峰の朝

焼けの写真を撮ろうと同じ場所の隣に座って

立って撮っていたのですけど、腕やカメラの

違いやら、全く違う写真で、写真は難しいん

だなあと、その時のことを思い出しました。
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ところで、東京 2020オリンピ ック ・パラ

リンピックは、私共は roe・ JOCの下請け、

孫請けのようなものですから、それ程の役目

を果たせないのですけれども、頑張っている

若い選手が沢山いますので、応援して、何と

か良い色のメダルを取らせたいと考えており

ます。どうか皆様、是非山だけでなくてクラ

イミングも、皆様が写真を撮っていただけれ

ば、と思っております。

それとオリンピ ック の自慢話ですが、私は、

1964年 （昭和 39年）高校 3年生でした。群

馬県庁に正走者としてトーチを持って行く 役

目を果しました。今年も県で二十何人募集す

るということから、応募しましたが跳ねられ

ました。一番群馬県に関わる有名人、猪谷千

春さんが正走者として選ばれました。私は少

し格が違ったかと諦めました。

また、私が二度も東京オリンピ ックに関わ

れたのは、中学生の時から山登りをしてきた

お陰であり、丁度、日本山岳 ・スポーツクラ

イミング協会の会長という時期にスポーツ界

のオ リンピック競技の一つになれたかと思う

と、これも良い偶然と言いますか本当に有難く

一生懸命頑張って行きたいと思っております。

最後に、私は写真のことは語れませんが、

やっぱりすごいなということは分か りますの

で、これからも皆様ご活躍下さい。本日はあ

りカミとうございました。

0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

読み上げ紹介した。なお、今回のご来賓の招

待者は、 12事業所 14名であった。

以下、「乾杯」の音頭は、花香勇副会長に

お願いし、乾杯に入りました。これを機に賑

やかな新春の祝宴の展開。多くの会員そして

ご来賓の皆様が一堂に会し、上野精養軒の料

理長の自慢の料理、そしてビール ・日本酒 ・

ワイン等多くの種類のお酒などの飲み物を供

しながら、今年の抱負、写真談義や今年の山

情報など賑々しく時間を忘れて懇親を深めま

した。そして、恒例のお待ちかねの「景品の

抽選会」です。飯田副理事長の手慣れた司会

により、毎回、カメラ ・フイルム ・資機材各

メーカー・出版関係等、そして個人会員から

のザックやダルマの各種提供品を抽選にて配

《令和2年度新年会御来賓氏名・御寄贈品》

（敬称略・順不同）

（公益）日本山岳・スポーツクライミング協 会 八 木 原 囲明 （社）日本写真協会 上田裕一

富士フイルムイメージングシステムズ（株）稲葉誠之

（株）山と深谷社

（株）朝日新聞出版

（株）堀内カラー

ベルボン（株）

（株）風景写真出版

萩原浩司

米倉 昭仁

キャノンマーケティングジャパン（株）鳥井健一

清水 明

又平泰匡

（株）日本カメラ社

富士フイルムイメージングシステムズ（株）木内格志

（株）山と深谷社

（株）フレームマン

リコーイメージング（株）

（株）シグマ

聡ケンコー・トキナー

オリンパス（株）
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奈須田 —士
Jじ」ヽ

原 清文

桑山輝明

田原栄一



布。今回は、特選のラム

ダ製のザックは、初めて

総会の司会を担った協会

本部大村粛会員が大当た

り、本人も驚きを隠せな

いほど喜んでおりまし

た。抽選会も終わり 、「中

締め」は、令和の時代に

なっても江戸下町の文化

を引き継ぐ我が川嶋新太

郎監事による三本締め、

そして引き続き大石高志

理事長の「閉会の挨拶」

で、令和 2年の新年会は

お開きになりました。

（記事・企画渡辺） 写真上はラムダのザックが当った大村粛会員（右）とラムダ

青山陽子

飯田信義

池田智英

岩本直樹

大村粛

尾身博之

金綱重治

上條英直

川嶋新太郎

河野啓

小堀彰

三枝仁也

佐々木信一

渡束勤也

の佐久間氏（左） 、下は多くの景品。

《令和2年度総会・新年会出席者名簿》

安宅繁正

飯 塚 光 男

伊藤哲哉

大石高志

岡田一女子

柏木洋子

鎌田則雄

川井靖元

岸岡正比古

小澤正美

金剛寺拳

佐久間博

清水清

安藤弘 子 清水隆雄

井川クキ子 鈴木菊雄

伊東睦雄 関ロ一雄

大島隆義 曽布川善一

織田吉夫 高 見 源 彰

片山響 津野祐次

上ヶ平裕彦 名取洋

川口邦雄 長谷川洋一

倉橋篤 福島静雄

輿水忠比古 藤田福徳

察螢 松原貴代司

佐々 木憲一 道 健 一

清水貞雄 谷田川武

杉 浦 敦 哉

鈴木進

関口俊夫

田頭文雄

武田文江

中 嶋 良 蔵

西村格

花香勇

福田泰彦

町田佐智子

緑 埜 公 一

村万龍雄

山下豊吉

支部会員23名首都圏会員56名合計79名

《新年会景品寄贈者・会員》 （敬称略）

II I口邦雄・橋本勝・佐久間博・梁瀬久雄・佐々木信一（フォト信小卜1:
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鈴木克洋

須田善男

瀬戸口隆司

高谷大輔

塚田マサ子

中 野 慶 一

橋 本 博 之

平澤賓

古 畑 茂 男

松井隆行

緑川邦雄

百 瀬 典 明

渡辺良



令和 2年度 (2020年）事業計画 ＿

H 程 行事予定 会 場 ・ 備 考

1月 11日（土） 会計監査 定期総会と新年会の準備作業 各委員会・執行部役割分担作成

2月 2H （日） 令和 2年度 定期総会 （優良賞表彰 3名） 上野精養軒 2階会場

新年会 （来賓招待） 同上 3階宴会場

3月 13日（金）～21日（土） JAPA展・一般公募展の作品応募期間 JAPA事務所

（会報 3月号休刊）

3月 26日（木） 3月月例会 （会員講師） ハロー貸会議室飯田橋駅前

4月 4日（土） • 5日（日） 2020年度 JAPA展・ 一般公募展審査 写真展審査委員会

4月 11日（土）のみ カレンダー作品応募審査 4月 15日 JAPA事務所

4月 16Hけこ～22日りく） 2019年度選抜展 No17 ポートレートギャラリー

5月 28日（木） 5月月例会 講習内容未定 ハロー貸会議室飯田橋駅前

7月 2日（木） 7月月例会会員による作品研究 ハロー貸会議室飯田橋駅前

8月 JAPA展・ 一般公募入選者表彰の準備 各委員会担当

8月 31H但）～9月 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

8日Uく） (9/7休館日）

9月 1日0こ）・ 2日けく） 山岳写真セミナー （関西支部 ・山梨支部） 東京都美術館講堂

9月 5日（士） 一般公募入選者表彰式 上野精養軒 2階会場

日本山岳写真協会展祝賀会 3階宴会場

9月 26日（土）～27H(H) 合同撮影会 東海支部主管 乗鞍岳銀嶺荘泊約 40名

10月 理事改選に伴う理事団承認の準備 承認はがき 10月会報に同封

11月 26日 （木） 11月月例会内容未定 ハロー貸会議室飯田橋駅前

（会報 11月号休刊）

12月中旬 合同理事会（次年度事業計画と予算案審議） ハロー貸会議室飯田橋駅前

令和 3年度総会準備作業（各委員会） 各委員会

徐員の皆様へ|
◇月例会・・・年4回を開催予定。会員講師、著名な会員外講師など。知人の方もお誘い下さい。

内容等は会報・ホームページなどに予告掲戟。 （参加費無料）

◇選抜展・・・全紙の組写真又連作写真で展示。新入会員、若い方からベテランまで固性豊かな作品発表の滉

としてご活用下さい。協会では助成制度もあります。全紙 12~14組を予定

◇デジタル研究会・・・年に数回不定期で開催。（開催日・内容を会報またホームページに掲載）

◇山岳写真カレンダーの制作・販売（日本国内の山岳風景に限定）

◇ホームページの充実と活用・・・協会展・選抜展の作品掲載、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で 80年の歴史ある山岳写真団体として写真界の発展に大きく貢献し

ている写真集団です。会員育成の為、研究会・月例会・合同撮影会・協会写真展・選抜展・

協会展祝賀会・新年会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、親睦の場として各事業にご参加ください。
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令和2年度 (2020年） 写真展関係事業計画 ．

項目 H本山岳写真協会展 一般公募展 選抜展

日本山岳写真協会展 日本山岳写真 協会展 日本山岳写真協会選抜展

写真展名 「2020ー山・われらをめぐる世界」 一般公募展 「それぞれの山」 No17

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 四季の山岳景観と山野の動植物 四季の山岳景観・山野の動植物 四季の山岳景観（国内）

締め切り 協会展 3月 18H~3月 21a 応募 3月 18日～3月 21日 6月中旬 No18 

(2021年展示作品募集）

審 査 4月 4日～5日 JAPA展 4月 4日～5日 公募展 7月中旬

展示数 カラー・モノクロ共全紙 カラー・モノクロ共 全紙カラー・モノクロ等

全倍作品 約 250点 全紙約60点 40点予定

東京都美術館2階第4展示室 日本山岳写真展と同会場 2021年度

山岳写真セミナー（都美講堂） ポートレートギャラリー

会 場 9月 1日,.2日予定 一般公募展入選者表彰式 N018展未定

写真展祝賀会 9月 5日（士） 9月 5日（土）

上野精養軒3階 上野精養軒 2階

展示期間 8月31H（月）～9月 8HUく） 日本山岳写真協会展と 2020 それぞれの山 Nol7

(9月 7H 休館H) 同期間晟示 4月 16H（木）～4月 22H （水）

ポートレートギャラリー

＊会報 1月号に募集要項掲載 *l月頃山岳誌・カメラ雑誌 ＊ 「山と深谷」誌 2月号掲載

備考 ＊山岳誌疇カメラ雑誌 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」応募期間 2020年4月 11日のみ 審盃日 4月 16日 （木）

応舅要項 2•3月号会報に掲載

令和2年度 (2020年） 日本山岳写真協会支部写真展日程表

支 部 名 テーマ 展示会場 展示期間

京都市京セラ美術館

関西支部展 「lllとの対話」 本館2階南回廊 4月 7日(:k)~4月 12日（日）

富士フィルムフォトサロン名古屋 1月 17日（金）～1月 23日（木）

東海支部展 「山・自然との対話」 創立 40周年記念支部展

愛知県美術館 11月 17日ひく）～11月 23日但｝

北陸支部展 2020「山の断章」 富山県民会館 7月 3日（金） ～7月 5H（日）

松本支部展 20「山の便り」 松本市美術館 10月 28日けく）～11月 1H（日）

25回展 飯田市美術博物館 4月 7日Uく）～4月 12日（日）

南信支部展 「貌讐季節の中で」

26回展 辰野美術館 9月 17日け守）～9月 22日(:k)

梨 支部 展 「山 ・美しい姿」 山梨県立図書館 7月 9日（木）～7月 12日（日）

両毛支部展 「山・すばらしい自 栃木市文化会館 7月 9日（木）～7月 12日（日）

然」
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実施日

1/11 

1/13 

1/12 

1/17 

1/20 

1/20 

1/24 

1/26 

1/27 

2/3 

2/7 

2/16,....__,2/17 

2/21 

2/22,....__,2/28 

3/5~3/10 

3/21 

3/28 

4/4 

4/6~4/7 

4/18 

4/18 

5/16 

5/16~5/22 

5/23 

6/8 

6/6~6/9 

6/12~8/24 

6/18 

6/20 

日本山岳写真協会令和元年 (2019年） 事業報告

事業内容

2018年度会計監査 監事・会計・理事長 6名

80周年記念写真集選考会 審査委員会 5 名•他 5 名

北陸支部総会 9名

1月定例理事会

関西支部総会

東海支部総会

デジタル研究会

南信支部総会

松本支部総会

19名

出席 16名、委任状 5

23名

12名

出席 21名 ・委任状 7名

平成 31年度定期総会会員 76名 委任 227通

新 年 会 会 員 76名 招待者 13名

山梨支部総会 9名

デジタル研究会 冬山撮影会志賀高原横手山 10名

2月定例理事会 15名

東海支部写真展 2019「山 ・自然との対話」

関西支部展 「山との対話」

3月定例理事会

264点展示

19名

3月月例会 ニコン製新ミラーレスカメラ紹介 17名

開催場所

JAPA事務所

JAPA事務所

富山県民会館

JAPA事務所

ッカモトカメラ会議室

東生涯学習センター

JAPA事務所

飯田市水神温泉よし乃亭

松本市松南地区公民館

上野精養軒 2階会場

同 上 3階宴会場

山梨県立図書館

渋峠ホテル

JAPA事務所

富士フィルムフォトサロン

名古屋

京都市美術館別館

JAPA事務所

ハロー貸会議室飯田橋駅前

デジタル研究会 JAPA事務所

協会展 ・公募展作品審査（審査委員会） JAPA事務所

会員展（応募者 278名の内 271名・公募展（応募者 130I JAPA事務所

名の内 78名採用 入賞者 8名）

4月定例理事会 16名

カレンダー作品審査応募者 44名の内 13名採用

5月定例理事会 21名

第 16回 選抜展 「それぞれの山」組写真 13名出展

5月 月例会 「夏山に向けて」 15名

両毛支部総会 出席 28名 ・委任状 10名

第 33回 両毛支部展 「山 ・すばらしい自然」長野展

両毛支部展 「山 ・すばらしい自然」巡回展

デジタル研究会 7名

6月 定例理事会 19名
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JAPA事務所

JAPA事務所

]APA事務所

ポートレートギャラリー

ハロー貸会議室飯田橋駅前

前橋市民文化会館

前橋市民文化会館

柏与フォトサロン大門

]APA事務所

JAPA事務所



6/26,...._,6/30 

6/27 

7/5,....__,7/7 

7/18 

7/18 

8/2"-'9/29 

8/11 

8/20 

8/22 

8/28 

8/31"-'9/8 

9/3 

9/4 

9/7 

同上

同上

9/11 ~ 9/16 

9/19 

10/17 

10/25,...._.,10/26 

10/29 

10/30,...._.,ll/4 

ll/2~ll/3 

11/16"'-'ll/17 

11/21 

11/28 

12/12 

12/15 

山梨支部展 企画展 「すばらしき甲斐の山々」

6月月例会 「写真展のすすめ」佐々木淳二講師 14名

第 27回 北陸支部展 「山の断章」

7月定例理事会 19名

2020年選抜展作品審査 写真展審査委員会 14点選考

北陸支部展 「山の断章 2019」

創立 80周年記念写真集発刊「美山彩嶺rn」山の日

8月定例理事会 21名

山梨県立図書館

ハロー貸会議室飯田橋駅前

富山県民会館 2F

JAPA事務所

同上

金沢医科大学病院ギャラリー

記念写真集出版委員会

JAPA事務所

月例会 11名 JAPA事務所

デジタル研究会 8名 JAPA事務所

創立 80周年記念協会展「2019ー山 ・我らをめぐる世界」 東京都美術館 2階

会員展 273展 ・一般公募展 78点

優良賞 3名選考会

創立 80周年記念セミナー橋本勝講師

創立 80周年記念セミナー 鈴木克洋講師

創立 80周年公募入選者表彰式 入選者 43名出席

創立 80周年記念永年会員表彰 21名 ｛出席 16名｝

記念祝賀会 会員 107名 ・公募 19名 ・招待者 16名

南信支部第 25回写真展「貌 ・季節のなかで」

9月定例理事会 17名

10月定例理事会 19名

デジタル研究会 秋の尾瀬ケ原撮影会 12名

デジタル研究会 プリントの絵つくり 8名

松本支部展 19「山の便り」

両毛支部撮影会 晩秋の谷川岳撮影会

合同撮影会御在所岳 関西支部主幹 27名

11月 定例理事会 21名

11月月例会橋本勝講師によるセミナー 16名

第 4展示室 ・

写真展審査委員会

東京都美術館講堂

同上

上野精養軒 2F

上野精養軒 3F

同上

長野県伊那文化会館

JAPA事務所

JAPA事務所

竜宮小屋

JAPA事務所

松本市美術館市民ギャラリー

土合山の家

国民宿舎湯の山ロッジ

JAPA事務所

ハロー貸会議室飯田橋駅前

12月 定例理事会 21名 ]APA事務所

合同理事会令和 2年度事業計画 ・予算案等審議 ハロー貸会議室飯田橋駅前

写真展審査委員改選投票 (2年毎改選） 5名選出 30名 同 上
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実施日
9 9 9 9 

1/18------1/24 

1/19------1/26 

1/20------1/23 

1/24------1/30 

1/ 25~1 / 31 

2/21 r--.,3/5 

2/24r--.,3/2 

2/25r--.,3/3 

3/1,,...__,5/11 

12 ・ 14,,...__,3/14 

3/14,,...__,6/13 

3/14,,...__,3/26 

3/25,,...__,3/3 l 

4/3,.....,4/7 

4/3"-'4/15 

4/5"-'4/11 

4/19"-'4/24 

5/10"-'5/16 

5/14"-'5/19 

5/24"-'5/30 

7 / 4"'-'8/25 

7 /25"'-'7 /29 

9/18,-.,__,9/23 

9/18,-.,__,9/30 

9/26,-.,__,10/2 

10/11,...__,10/17 

10/31,...__,11/8 

11/7,--...,11/13 

令和元年 (2019年） 会員往来写真展・出版等報告

展示会場写真展名

日本中国友好写真協会写真展 5名出展 富士フォトギャラリー銀座

日本写真家連盟展 四季の彩り

山岳作品展 東京岳人倶楽部

4名出展 東京都美術館 1階

1名出展

写団創美写真展IV「デジタルモノクロームの美」 3名

日本リンホフクラ ブ写真展 「大判カメラでとらえた世界」

4名

山岳写真同人四季写真展 「我心に映る山」山の息吹 15名

写真教室「彩華」写真展 l名出展

南浦和写真を愉 しむ会［初めての写真展］ 1名出展

文京シビックセンターギャラリ

ポートレートギャラリー

富士フォトギャラリー銀座

ヒルトヒ ア゚アートスクエア

東京交通会館

さいたま市民ギャラリー

津野祐次写真展 「信小11の山々優美な大自然と小さな命」 柏与フォトサロン大門

植木進写真展 「アンナプルナ山郡と山麓野村」 旅館たにがわ ギャ ラリ ー

須田義男写真展「山 ・煙めくとき」 旅館たにがわ ギャラリー

やのみちよ写真展精霊の森森遍路 ギャラリー古都 ｛京都市内）

第 10回 「保谷フォトクラブ」写真展

第 19回あすなろ写友会作品展 5名出展

井村榮二写真展 「丹沢山地四季回廊」

四季のいぶき写真展 4名出展

第 45回記念群馬芸術文化協会展 5名出展

TKフォトクラブ写真展「四季の彩景」 1名出展

鎌田則雄写真展 「遥かなる日本の山々」

第 40回 SSP展「自然を楽しむ科学の眼」 2名出展

村田彰写真展 「山中和紙で魅せる風景写真」 14名

フォトクラブ光影写真展 1名出展

全日本山岳写真協会展 「未来に残そう美しい山河」

飯塚光男 • 井川クキ子二人展 「水音のほとりにて」

丹青会第 3回写真展 「自然からのメッセージ」

第 32回友山クラブ写真展 「光の世界＊風物詩」

東京芸術劇場アトリエイースト

松戸市文化ホール4階

リコーイメージングスクエア新宿

富士フィルムフォ トサロ ン東京

高崎シティギャラ リー展示室

富士フォトギャラリー銀座

名古屋市民ギャラリー栄

富士フィルムフォトサロン東京

飛騨市美術館

伊那市かんてんばばホール

東京芸術劇場 5階

リコーイメージングスクエア新宿

ポートレートギャラリー

富士フォトギャラリー銀座

第 27回アルパインフォ トクラブ写真展「心に映る山々」 Iポートレートギャラリー

飯野金雄写真展 「歩いた 撮った私の山旅」 南アルプス市立美術館市民ギャラリ
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11/18~ 11/24 写真集団アルプ山岳写真展 5名出展 伊那市生涯学習センター

11/19,........,12/1 佐合富春写真展「自然への敬意、敬愛」 日本ライン花木センター 岐阜県

11 / 22~ 11/28 第 41回山岳写真 ASA写真展「岳」山稜の光彩 富士フォトギャラリ ー銀座

11/22"-'11/24 宮澤健二「パキス タン写真展」 十日 町情報館

11/30,....._,2 ・ 4/19 奥日光の大判風景写真展 鈴木克洋作品展 日光自然博物館

12/4,..,__,12/16 第 9回フォトアカデミー梓写真展 4名出展 リコーイメ ージングスクエア新宿

12/ 12'"'--'12/18 第 14回日本風景写真家協会展 1名出展 ポートレートギャラリ ー

■令和元年度 (2019年） 会員往来出版その他活動報告

●小島台吉氏 写真集出版 「賛岳道遥•谷川岳そして魚沼の山閃へ」

私家版 250X210 カラーとモノク□ 101カット掲載 3000円

●夏山フェスタに参加（東海支部） 6月 8~9日開催

名古屋駅前 愛知県産業労働センター 「ウインクあいちビル」 6•7 階

大島隆義会員の山岳写真セミナー開催（山で撮ろう星景風景）

●創立 80周年記念出版「美山彩嶺皿」 2019年 8月 11日 80周年記念出版委員会

参加者 228名 出 版 部 数 1830冊 出版印刷（株）フォト信州（長野県松本市）

●創立 80周年記念出版 「協会写真展の歴史」 出版 1000部 写真展委員会編集

2019年7月 1日出版 36P カラー版

●赤坂御所に献上 8月 29日橋本会長他 3名が御礼と写真集出版報告に訪れた。

創立 80周年記念出版の「協会写真展の歴史」・「美山彩嶺III」「協会写真

展アルバム」を献上した。

●山と渓谷誌 9月号 日本山岳写真協会創立 80周年記念グラフ出版

協会先達 7名の作品掲載（風見武秀・内田耕作・青野恭典・川口邦雄・前田真三・

穂苅貞雄・赤沼淳夫）の 7氏の作品を掲載。 現在活動中は川口邦雄氏のみ。

橋本 勝会長の解説文を掲載。 協会写真展会場でチャリティーで限定販売。

●山本和典写真集 出版「六甲山の魅力」 カラーA4判80頁 9月20日出版

関西支部所属西宮市在住 （株）フォト信州より 2000円

●清水隆雄氏 「関東日帰りの山ベスト 100」 実業の日本社発行

南アルプス写真と記事を掲載 A5版 1700円

●上野巌氏 山梨日閃新聞に 10月 6日写真掲載。 創立 80周年記念写真集「美山

彩嶺皿」に掲載した自分の作品大月の雁ケ腹摺山からの朝焼け富士を掲載。

●会員諸氏 21名が各社のカレンダーに作昂提供。

●佐閃木信一氏 「空から見た北アルプス」 2020年山渓カレンダー発行 1200円
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1月定例理事会議事録

日 時令和 2年 1月 16日（木）

午後 6時 30分～午後 8時30分

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

上ヶ平・小堀•清水・鈴木 （菊）

町田・渡辺

鈴木 （克）・花香

川嶋・大村・関ロ・緑川

以上 17名

〈司会〉大石 〈記録〉青山

＊ ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

1 会員の入退会について（岩本副理事長）

0入会 1名

・会員No.1155 酒井基樹 長野県松本市（松本）

0退会 3名

・会員No.1076 柴田敏文 茨城県日立市

・会員No.1077 島田穣 埼玉県比企郡

・会員No.1081 寺田彰吾石川県金沢市

0休会 2名

・会員No.571 近藤博 京都府京日辺市（関西）

・会員No.751 栗木譲二 長野県松本市（松本）

0所属変更 3名

・会員No.537 山本和典

兵庫県西宮市 （本部→関西）

・会員No.1126 小林昌弘

新潟県妙高市 （公募→松本）

・会員No.1149 宮澤健二

新渇県十日町市 （公募→両毛）

0住所変更 l名

・会員No.1128 坂 本 登

〒370-0803 長野県松本市元町 1-7-6

0会員名簿 ：メール誤記・携帯番号誤記 1名

・会員No.1126 小林昌弘

メール snowgoose@joetsu.ne.jp

携帯 090-2228-5328

2 各委員会報告事項について（大石理事長）

0総務（岩本副理事長）

・総会、新年会について 3名が本日 (1/16)

上野精養軒で打ち合わせをした。

・総会資料の準備をしている。主な理事には

内容確認のため事前配布する。

0会計（小堀理事、町田理事）

・ 12月 11日に事務所にて監事 2名、会計理

事 2名、理事長立ち合いのもと会計監査が

無事に終了した。

0会報（飯田副理事長）

. 1月の会報は 16頁で 10日に入稿、 14日に

再入稿している。20日の週に発送予定。

選抜展の記事を載せる。写真展関係の応募

用紙を同封する。
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OIT（鈴木（菊）理事）

•総会後に最新情報を更新する 。 また、会員

専用ページを作成する。

0企画 （渡辺理事）

・3月の例会は 3月26日 （木）。 会員講師を

予定している。

・総会の準備

0写真展（清水副理事長）

. 1月の会報に協会展・一般公募展の応募要

項を同封する。

3 令和 2年度理事会体制について

（大石理事長）

・企画の吉田仁委員が退任し、新たに緑川邦

雄氏を委員として、企画担当を理事会で承

認した。

4 総会準備・新年会準備（次第・出席者確認・

総会資料確認・当日役割分担等）

（岩本副理事長・渡辺理事）

・ 1/16現在会員出席 79名、委任状 198名、

招待者 14名。

・来賓の挨拶は日本山岳・スポーツクライミ

ング協会の八木原会長にお願いする。

・総会・新年会の実施要領を渡辺理事が説明

した。

•名誉会長の写真集 100 部が寄付されて、抽

選の景品・招待者のお土産とする。

・会場で使う事務用品の搬出、搬入、新年会

会場でのお茶の準備等を確認した。

・総会時の議事録は岩本副理事長、新年会の

記録は渡辺理事にお願いする。

・理事会メンバーは準備のため、当日 10時

に上野精養軒 2F「松の間」に集合。

5 協会展関連について（清水副理事長）

・募集期間 3/13 ~ 3/21の9日間事務所で

受け取り当番が可能日を 2月 14日までに

清水副理事長へ提出すること 。

6 12月合同理事会について（大石理事長）

・改選された 5名の写真展審査委員を総会で

紹介する。審査委員長に鈴木克洋氏、委員

長代に清水隆雄氏を決めた。

7 その他

・事務所週当番表を総務で作成し配布した。

・写真展の紹介 1/28 ~ 2/28 故青野恭典

氏写真展 酒田美術館（酒田市）

・当協会創立メンバーの内田耕作氏の写真展

が 5月に JCIIギャラリー （麹町）開催予定

次回定例理事会令和 2年 2月20日（木）

午後 6時30分～ 協会事務所



『山・自然との対話』
東海支部・写真展開催報告 佐藤孝也

1月 17日～ 23日の日程で東海支部定例写

真展が名古屋市の富士フイルムフォトサロン

名古屋にて開催されました。昨年に続き本格

的写真ギャラリーでの開催となり、会場に相

応しい作品群を揃えようと、支部員一同大い

に張りきりました。作品はすべてデジタル写

真に よる全倍、クリスタルプリントで額装は

アルポリック仕上げ、美しさと迫力を兼ね備

えた展示となりました。また会場の目玉とし

て来場者に配布する目録をカラー刷 りで作

成、キャプションには記載されていない使用

カメラと露光値を記述して趣向を凝らし、山

好き、写真好き、カメラ好きなど様々な来場

者に対応出来るようにしました。今回、特別
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企画として「花のある山風景」と題して可憐

な高山植物と山を点景にした彩りある風景作

品を募集して展示しました。目録には花の名

の由来や特徴を記し、特に女性のお客様に喜

ばれていたようです。

来場者は 1200人を超える盛況ぶりで、今

年 40周年イヤーの東海支部として幸先の良

いスタートとなりました。11月には 40周年

記念写真展の開催が決定しており、本部、各

支部の皆様の作品をお借りして愛知県美術館

に展示を致します。東海地方に日本山岳写真

協会の実力を見せつけたいと思っております

ので、その際はご協力の程、宜しくお願い申

し上げます。

最後に協会関係の

多くの皆さまにご

来場いただきまし

た。会長様からはご

祝辞を賜り、本部理

事様、各支部長様、

本部会員の皆様、各

支部会員の皆様に

は遠路はるばるお

越し頂き、誠にあ り

がとうございまし

た。この場を借 りて

御礼申し上げます。



支躙だより

2020年麿松本支部総会新年会輻告

会計耀藤大樹

1月 26日に 2020年度松本支部総会を出席 20名・委任状 8名で松本市中央公民館にて開

催しました。

百瀬支部長の挨拶に続き、 2019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。また本年度は役員改選の年に当たり新役員体制を次の通り決定しました。

支部長 百瀬典明

副支部長藤野真（新任）

事務局 上條英直、内川芳郎、古畑茂男

会計 齋藤大樹（新任）

会計監査坂本龍志（新任）

顧問 佐々木信一

続く 2020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、従来の会場である松本市美術館が改修工事のため利用できないため、 2021

年度は新たな会場で開催する事とともに、開催方法について今後検討してく事を確認しま

した。

議事終了後は会場を美ヶ原温泉「追分屋旅館」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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支部だより

令和 2年麿南信支部総会輻告
事務局 伊東睦罐

令和 2年度南信支部の通常総会を 1月 25日南箕輪村「大芝荘」で新入会員

含めた 15名出席で開催しました。

議事に先立ち、新入会員の山下大智さんが自己紹介行い、入会が決まりました。

津野支部長のあいさつに続き、令和元年度の事業、会計報告及び監査報告を

行い承認されました。次に令和 2年度の事業計画、予算等が協議され、事業、

予算が承認されました。又役員改選では、今年が任期 2年目の年であり全員が

留任となった。

令和 2年度のおもな事業として、 4月飯田移動展、 9月 17~ 2 2日の間 26 

回支部写真展を開催し、今年は伊那文化会館が改修工事で使用出来ないため、

辰野美術館で開催する事になった。10月～11月長野移動展行います。又支部撮

影会は昨年雨のため中止になり、再度今年国定公園に指定される木曽駒ヶ岳周

辺で 7月上旬実施する予定です。

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、会

員の自己紹介や、今年の山岳写真の抱負を夜遅く まで語り、 終了 しました。

●―――-1――――噌ー●●――
会計からのお願い ,．|

J

 

年会費納入者の中に氏名を書き忘れている方がいました。

12月25日付で東京都庁内の郵便局で、また 1月7日に東京・消瀬松山局

で振込みをした方。会員証（領収書）の届いていない方です。

心あたりの方は町田理事までメール等で連絡をして下さい。

◎また会費未納の人は協会展に出品出来ません。早急に振込んで下さい。
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支躙だより

令和 2年麿北陸支部総会輻告

事務馬矢尾正巳

令和 2年度北陸支部総会を、 1月 11日出席 13名、委任状 2名にて富山県

民会館で開催しました。

総会に先立って高見支部長より、昨年公募入会し今年度より支部入会された

大橋隆志会員を紹介され、全員が歓迎の拍手をいたしました。これにより昨年

度支部入会された早勢哲夫会員と合わせ、北陸支部員 15名となりました。

総会では 7月に行った北陸支部展（富山県民会館）、 8月～ 9月に行った金沢

医科大学病院ギャラリー展、秋の大猫山撮影会等の事業報告と収支決算報告が

なされ、了承されました。

今年度の行事として春山撮影会、秋山撮影会、 7月 3日～ 5日北陸支部展「山

の断章」（富山県民会館）の開催。また、定期例会においてデジタルの達人会員

石川さんが講師になり、デジタル現像の勉強会を行うことも決まりました。

特記事項として、令和 5年 (20 2 3年）の北陸支部 30周年に向けて、写

真集発行を目指すことも決まりました。

新年会は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。

【令和 2年度役員】

支部長：高見源彰、

監 事 ：橋場正夫、

副支部長：安宅繁正、

事務局長：矢尾正巳、

-22 -

顧問 ：村上留雄、

事務局補佐：石川邦生、



支躙だより

2020年匿関西支部総会●皆

2020年度関西支部の通常総会を令和 2年 1

月26日 （日）午後3時よ りッカモトカメラ

会議室 （大阪市）で開き、支部会員 31名 （委

任状含む）が出席した。

総会では、 2019年度の事業報告及び収支

決算報告と監査報告並びに新役員の選任と共

に2020年度事業計画及び予算計画が承認さ

れた。

記 ：山本和興

役員改選では、山下会員が正式に支部長に

就任し、他は次のとおり堀ロ・北副支部長、

山本・矢谷•吉岡・武藤・浅生・竹本会員が

役員に、西川会員が会計、増田会員が監事に

選任され、 11名の新しい体制が決まった。

総会終了後、会場を移し、新年会を開き、盛

会裡に終えることができた。

12020年度東海支部総会報告 圃支鶴墨佐朧孝也 l
1月26日、東海支部の定例総会が開催され、

20名 （委任状含む）の支部員により 2020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。今年度、東海支部は記念すべ

き40周年を迎えること、また合同撮影会の

担当であることで、支部員緊張感をも って総

会に臨み ました。40周年記念事業としては

愛知県美術館で写真展を開催。念入りにスケ

ジュールの確認、担当者の役割りなどを話し

合いました。また今回東海支部として初めて、

本部と各支部の皆様から作品をお借りして巡

〈東海支部事業計画〉

回展も併設致します。およそ90点からなる美

しさと迫力ある展示に乞うご期待ください！

合同撮影会は北アルプス・乗鞍岳。畳平に

ある宿を拠点に雄大で美しい秋の山岳風景を

撮影していただきます。募集は 5月の会報に

掲載、7月末の締切を予定しております。奮っ

てご応募ください！

2020年は東海支部ー同、一致団結、全力

で事業に取り組んで参り ますので、ご協力、

ご指導のほど、宜しくお願い致します。

本年度の事業計画は以下の通 りです。

日程 行事予定ぃと9

之：

場 所

1 1月26日（日） 13 ・ 00,...., 1 6 : 00 定例総会 東生涯学習センター

2 5月17日 （日）10 : 00,.._, 1 2 : 00 定例会
東桜会館

3 5月17日（日） 13 : 00 ~ 40支部展選考会＆ DM・チラシ考案

4 6月27日（土） ～ 28日（日） 夏山フェスタ ウィンクあいち

5 9月13日（日）10 : 00,__, 1 6 : 00 定例会 東桜会館

6 9月26日 （土） ～ 27日（日） 東海支部担当・合同撮影会 北アルプス ・乗鞍岳

7 1 1月17日（火）～ 23日（月） 40周年支部展＆JAPA巡回展 愛知県美術館

8 11月22日 （日） 40周年祝賀会 東洋軒， 12月19日 （土） ～ 20日 （日） 支部撮影会 千畳敷ホテル

-23 -



一

．

．

 第78回デジタル研究会報告

●

―

-

•• 

開催日時 2020年 1月23日

開催場所協会事務所

出席者 6名

1.最近のデジタルカメラマウントアダプターについて

ソニー、ニコン、キャノン等が一眼レフからミラーレスヘ本格的にリプレイされつつある中で、在

来の一眼レフ用のレンズをミラーレスボデイに使用できる本格的なマウントアダプターが各種出

回り話題を呼んでいる。当協会の合同撮影会でも活躍している 2~3のフォトグラファーが異メイ

カーのマウントアダプターを使用して作品作りをされている。

通常異なるレンズマウント間での互換性はほとんどありませんでしたが、そうしたレンズマウント

の不自由さを補うための用品がマウントアダプターです。カメラボディとレンズの間に装着しレン

ズの規格を変換するための中間リングのことをいう。かつてはマウント変換のみのリングでした

が、最近の電子マウントタイプはボデイ側の情報とレンズ側の情報が交互にやりとりが出来、制御

が出来るようになり、他社製の AF、AEレンズを生かして撮影できるようになった。像面位相差

AF対応、フォーカスエリアの設定、シャッター半押し対応、合焦スビード向上、 合焦ランプの点

灯など高度の機能等を伝達する電子接点付き高機能マウントアダプターが出現している。 645用に

はあおり機能（シフト、スイング）をマウントアダプター内に組み込んだもの、ヘリコイドを組み

込んだものもかなり以前から発売されている。……KIPON（中国製）

マウントアダプターメーカー シグマ Commlite Fringer KIPON TECHART etc 

レンズ キヤノン EOSEF ソニーE/A ニコン F ペンタックス フジX ライカ ハッセルプラッド

カメラボディ キャノン R

I 
各種マウントアダプクー

ゴ―
ソニーE ニコン Z フジFX/GFX オリンパス

2. カメラメーカーが実施している RAW現像講習

エプソン EPSITE（エプサイト）セミナー●03-6775-9481 有楽町

Adobe Photoshop Elements 無料セミナー 1時間

Adobe Photoshop RAW現像基礎講座有料セミナー 3時間 2000,..,_, 6000円

Nikon College 品川校●03-6718-3020 新宿校銀座校大阪梅田校名古屋校札幌校

ニコンビューアーソフト 「ViewNX-i」基礎講座 2時間 30分 4500円

ニコン画像処理ソフト 「CaputureNX-D」基礎講座 2時間 30分 5500円

ニコン画像処理ソフト 「CaputureNX-D」作品仕上げ術 2時間 30分 5500円

キヤノン EOS学園 東京校（銀座）●03-5565-3516 名古屋校（中区錦） 大阪校（北区中之島）

DPP4使い方のキホン講座

DPP4画像調整 「基本編」「応用編」 各 3時間 6000円

ソニー aAcademy● 050-3754-9818 ソニーストア銀座 札幌、名古屋（栄）、大阪（梅田）

風景写真における AdobeLightroom実践編講座 2時間 6800円

文責川井
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1月23日の第78回デジタル研究会

4月デジタル研究会

第 79回デジタル研究会を下記により開催します。

日時 2020年 4月2日（木）

場所 日本山岳写真協会事務所

テーマ ① デジタルカメラのファ ームソフトの活用

HDR シフト合成

② 作品研究

支輝だより

2020年山梨支部総会輻皆

2020年山梨支部総会を 1月 24日午後 4時

より山梨県立図書館に於いて開催しました。

総会では、支部長挨拶の後に議題に入り

2019年支部会計報告、事業報告 2020年事

業計画が協議され

1. 4月7日より開催される関西支部展には

4~ 5点出展させていただきます。

2.今年より毎年開催する支部展は、山梨県

立図書館に於いて 7月 9日 （木）～ 12 

日 （日）の日程で開催します。

尚、出展者全員が各自の作品について、

狙いどころ、苦労話等のライヴトークを
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事務眉清水清

行う 。

3. 協会展会期中の 9月2日山梨支部担当の

セミナーでは福島支部長をはじめ 4名の

会員にてそれぞれが精通している八ケ

岳、瑞騰山、富士山、北岳周辺の撮影ポ

イントを説明します。

尚 三枝仁也会員が個展を開催します。

・2月 19日 （水）～ 24日 （月）

韮崎市民交流センター ニコリ

・3月 12日 （木）～ 18日 （水）

南アルプス市立美術館



枝仁也 写真展

「私の好きな南アルプス」

・日時 3月12日 （木） ～ 18日 （水） ＝ 16日 （月）休館

・会場 南アルプス市立美術館 市民ギャラリー

南アルプス市小笠原 1281 (Pあり）

全倍 9点、全紙 24点ほか出品

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

曽 布川善ー 写真展

富 t山～物語との出会い～

・期日＝ 2020年3月20日（祝） ～ 26日（木） 10時30分～ 19時（最終日は 14:00) 

・会場＝富士フォトギャラリー銀座

中央区銀座 1丁目 24、サクセス銀座ファーストビル 4F
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日本山岳写真協会

『絶景北ア
松本支部長野会員展

ルプス』

日本山岳写頁協会松本支部長野会員展 柏与フォトサロン大門 2020年3月2日（月）～5月23日（土）

期日 2020年3月2日（月）～ 5月23日 （土）・日曜休館

会場 柏与フォトサロン大門・長野市大門町 51柏与文具 2F

◎久保田祐一、小林喜富、山野井直登、米本峰久、神農和光が出品

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

第20回あすなろ写友会作品履

く指導＞花雪勇日本山岳写真協会副会長

小関正利 倉鱒信行 鈴木進 閥 口 孝 永園和子

日野美知子三森塵弘 森下健一 渡辺良

湯所 訟戸市文化ホール“?（市民蛤ャラリ-I)

謂閏 令和2年3月10日（火)~3月16日（日）

t0時～18時（初日12時叩分 最籟釦 6時）

連絡先 調口亭（会長） Td 臼？→H患—r3む3
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写真展案内ノ
第 20回

あすなろ写友会作品辰

◎期日令和 2年 3月 10日 （火） ～ 

3月 15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

◎JAPA会員出品者

花香勇（講師）、 鈴木進、

三森康弘、渡辺良



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

～令和 2年度(2020)「会報」担当予定表～

2020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

2021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 りますので休刊月・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_14l3_photo@ybb.ne.jp 

なお協会ホームページに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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令和2年 (2020年）日本山岳写真協会（本部）ホームページ・新Web現況と予定

2020年 1月版

最上行に項目別にリンク表紙トップページ 会 の概要と歴史

イベント•お知らせ等

本部別館 一 般公募写真展

： 

東海支部

こ北陸支部

：信支部

協会発行のカ レンダー

本部、支部写真展、会員の活躍情報・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l（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）

入会案内ひ、会申込み書）pdf

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

2020年より閲覧はパスワードを入力してください。
（パスワードは会員証に掲載）

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）

l)別館も本館と同じプロバイダーとなり、リンクなどが変更されています。

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月会報に掲載。

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・活躍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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令和2年度 (2020年） 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 町田佐智子 写真展 （兼総務）

副会長 川井 靖元 企画 （兼会計

副会長 鈴木 克洋 総務 ＂ ◎渡辺良 企画

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 裔 志 理事会統括・ 渉外 II 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 ＂ 緑 川 邦 雄 企画

副理事長 ◎清水 隆雄 写真展

支部理事 鎌田則雄 東海支部長

理事 青 山 陽 子 総務 II 山下豊吉 関西支部長

＂ 伊藤哲哉 企 画 0杞写真展） " 百瀬典明 松本支部長

＂ 上ケ平裕彦 IT ~会報） ＂ 津野 祐次 南信支部長

＂ 久保田有信 総 務 II 緑埜公一 両毛支部長

II ◎小堀彰 会計（兼写真展） ” 福島静雄 山梨支部長

II ◎鈴木 菊雄 I T （兼写真展） ＂ 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

令和元年 (2019年） 新入会員の紹介・休会・退会その他

平成 31年 1/1～令和元年 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 18名

1106 赤羽和貴 長野県伊那市 1131 芝田寛二 神奈川県横浜市 〇休会者

1107 織田 吉夫 長野県岡谷市 1132 四之宮贅二 大坂府門真市 ｛理事会承認事項・期限3年｝

ll08 三浦克巳 長野県茅野市 1133 庄司芳幸 東京都北区 610 井上雅至 • 919 大村裕・

1109 尚倉良生 東京都中野区 1134 鈴島章嘉 栃木県鹿沼市 57 1 近藤博 • 751 栗木譲二

1110 阿部真一郎 神奈川県横浜市 1135 関ロ ー雄 東京都文京区

llll 伊澤成郎 茨城県つくば市 1136 高橋秀夫 東京都豊島区

1112 石田綾輔 愛知県名古屋市 1137 田中雪歩 東京都世田谷区 ●会費未納者 2 名

1113 植竹史冶 埼玉県狭山市 1138 時本景亮 烏取県烏取市 退会者欄に追加記載

1114 上野圭介 神奈川県横浜市 1139 中村克麻 愛知県名古屋市

1115 牛山 さか江 長野県伊那市 1140 長山翔 栃木県那須塩原市 ●退会者（退会順） 14名

1116 太田周作 長野県松本市 1141 西村格 栃木県宇都宮市 710 秋山等 • 453唐木清

1117 大橋隆志 富山県富山市 1142 萩原茂 京都市左京区 809 小林直樹 •567 田中迪夫

1118 奥谷晶 千葉県千葉市 1143 橋本政博 大坂府藤井寺市 600 村上清光 •730 三浦豊子

1119 奥村明徳 岐阜県多治見市 1144 板東浩一 兵庫県神戸市 781 三浦守司 •820 小暮克巳

1120 笠井利博 神奈川県横浜市 1145 平方朝彦 東京都立川市 620山口富蔵・1039斉田 勝夫

1121 北澤 進 東京都小金井市 1146 別府総平 長野県安曇野市 1012宮迫英敏・1076柴田 敏文

1122 木下佳幸 大阪府吹田市 1147 松井隆行 神奈川県秦野市 1077島田 譲・ 1081寺田彰吾

1123 黒田昌也 大阪府吹田市 1148 松本 昌樹 石川県金沢市

1124 工藤 一冶 青森県青森市 1149 宮澤健二 新潟県十日 町市

1125 河野 啓 東京都世田谷区 1150 山村信人 大坂府大阪市

1126 小林 昌弘 新潟県妙高市 1151 吉原 敦 烏取県松江市

1127 阪田宏樹 神奈川県川綺市 1152 早勢 哲夫 富山県富山市 ●物故者 4名

1128 坂本 登 神奈川県横浜市 1153 川上素司 京都市北区 103宮坂直木・137伊藤 信夫

1129 佐々木 憲一 群馬県伊勢綺市 48名 272 裔橋茂雄 •607 後藤正敏

1030 佐藤征二 埼玉県さいたま市 ▼2020年
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2020年（令和2年） 日本山岳写真協会協力宿泊施設一覧情報概要
●運絡先は管理事務所また山小屋（営業時期を確認のこと） 2019年12月現在

|【北だ”名 I宿泊料割引I運絡先 TEL | |【北アル'::ケ:：八ケ岳なし？泊料割引 I 運絡先 TEL

燕山荘

゜
0263-32-1535 

ヒュッテ大槍

゜ ” 町営大天荘

゜
090-8729-0797 

大天井ヒュッテ

゜
0263-35-7200 

槍ヶ岳山荘

゜ ” 槍沢ロッヂ

゜ ” 南岳小屋

゜ ” 双六小屋

゜
0577-34-6268 

鏡平山荘

゜ ” 黒部五郎小舎

゜
II 

わさび平小屋

゜ ” 三俣山荘 △ 0263-83-5735 
水晶小屋 △ II 

雲の平山荘 △ 046-876-6001 
湯俣山荘 休業中
笠ヶ岳山荘 △ 0578-89-2404 
太郎平小屋 △ 076-482-1917 
薬師沢小屋 △ ” 局天原山荘 △ II 

スゴ乗越小屋 △ II 

白馬山荘 ▲ 0261-72-2002 
白馬尻小屋 ▲ ” 白馬大池山荘 ▲ ＂ 白馬鑓温泉小屋 ▲ ” 栂池ヒュッテ ▲ ” 五竜山荘 ▲ II 

キレット小屋 ▲ ” 村営白馬岳頂上宿舎 ▲ 0261-75-3788 
村営猿倉荘 ▲ ” 天狗山荘 ▲ ” 冷池山荘 ▲ 0261-22-1263 
種池山荘 ▲ ＂ 新越山荘 ▲ ” 針の木小屋 ▲ 0261-22-1584 
ヒュッ丁西岳 △ 090-7172-2062 
槍ヶ岳殺生ヒュッテ △ 0263-77-1488 
湯俣温泉晴嵐荘 △ 0261-22-0165 
餓鬼岳小屋 △ 0261-22-2220 
常念小屋 △ 0263-37-5088 
烏帽子小屋 △ 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 △ 03-3211-1023 
涸沢小屋 △ 0263-94-2538 
岳沢小屋

゜
0263-35-7200 

唐松岳頂上山荘 △ 090-5204-7876 
■施設利用の際は、【日本山岳写真協会会員証】
を提示。

△宿泊料割引は山小屋毎に異なる、宿泊の際
確認する。
1泊2食付、 500-1000円程度・また10%引き（個
室除）

横尾山荘 △ 0263-95-2421 
徳沢ロッヂ △ 0263-95-2526 
徳本峠小屋 △ 0263-78-2350 
穂高岳山荘 △ 0578-82-2150 
西穂山荘 △ 0263-36-7052 
靱澤小屋 △ 076-482-1319 
みくりが池温泉 △ 076-463-1441 
雷鳥沢ヒュッテ △ 076-463-1835 
ロッジ立山連峰 （台風被害） 休業中 076-463-6004 
大日小屋 △ 090-3291-1579 
内蔵助山荘 △ 090-5686-1250 
早月小屋 △ 090-7740-9233 
池ノ平小屋 △ 0765-62-1159 
仙人池ヒュッテ △ 090-7080-3218 
乗鞍岳屑の小屋 △ 0263-93-2002 
BELL鈴蘭小屋 △ 0263-93-2001 
位ヶ原山荘 △ 090-9001-7362 
美ヶ原王ヶ頭ホテル △ 0263-31-2751 
美ヶ原桜清水コナージ △ 0263-31-2314 
P．プチホテル志鷹［八方］ △ 0261-72-5550 
【南アルプス】
I北岳肩の小屋
【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
【志賀高原】

1渋峠ホテル
【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・鶴の湯別館山の宿
▲ ••500円引き（後立山山系）
0・・1000円程度劉引 (JAPA会員オーナー宿）

■参考..宿泊費は1泊2食で9000円～11000円程度

■小屋が独自の割引や割引中止をしている場合があります。

（個室に割引あり

△ 1055-288-2421 

△
＿
△
＿
△
-
△
-
△
 

0266-58-7220 
II 

0266-73-6673 

＂ 
” 

△ }0278-72-5522 

△ l0269-34-2606 

o＿△ 
0555-84-2075 
0555-84-2216 

△＿△＿△ 

07468-2-0120 
0597-32-2052 
05973-2-0302 

△ Ioa97-59-0032 

△＿△ 

0187-46-2139 
0187-46-2100 

■当協会と小屋が毎年割引確認や契約更新はしておりません。
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デジタル研究会栂池自然園春山撮影会

日 時令和 2年5月5日 （火一休日）．6日 （水ー休日）

撮影ポイント 栂池自然園

宿泊場所 栂池ヒュ ッテ

参加概算費用 宿泊費約 10000円

交通費 各自手配現地集合

集合場 所 5月5日 16時栂池ヒ ュ ッテ

装 備冬山装備 （スキー場レベル）

2本スト ック、スノーシュー又は 6本歯アイゼン又はスキー

夜間撮影する方は防寒その他必要装備

アクセ ス JR松本～ JR白馬～栂池高原～ JR長野～栂池高原

栂池自然園内は冬山ですので団体行動になります。

申 込 4月28日締め切り

E メール k.yasumoto @kbf.biglobe.ne.jp 又は 090-2315-7562 川井靖元まで

担当 デジタル研究会岸岡正比古

川井 靖元

2021年版カレンダー「8本の名山」券集案内

日本山岳写真協会カレンダー「日本の名山」の作品を募集します。

締め切りは 4月11日の 1日のみです。詳細は折込みの募集要項を

ご覧下さい。

問い合わせ 清水隆雄 TEL ・ Fax 042-563-5778 

E-mail : tshimizu39@comet.ocn.ne.jp 

会員往来 関西支部長
lメールアドレス l 山下豊吉氏からのお便り
No.936 須田善男

pearl56@bronze.ocn.ne.jp 

三
No.364 保坂広 （山梨支部）

No.1061 江 川聡 （東海支部）

No.1060 提志行 （両毛支部）

関西支部写真展へお越しの方で宿泊を希

望の方にお安く宿泊出来る様に手配した

ホテルがあるとの事です。今回懇親会が

日曜日となりましたので 4月12日泊でシ

ングル 20部屋を確保しました。（団体扱

いで） ご希望の方は関西支部長の山下豊

吉氏まで連絡をして下さい。

I住所変更 I

No.440 前羽光雄

〒214-0012 川崎市多摩区中野島 6-4-6-216

4月号の予告

表紙南信支部

巻頭言関西支部

-32 -

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

TEL/FAX.(03)5357-7387 

事務所には常駐しておりません

会報担当 ：飯田信義・上ヶ平裕彦

｀ 
・鳳
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