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『録 ・ 遥 か なる頂 』 作道暁会員撮影

II| 7月の月例会は中止といたします。 III

このたびの「新型コロナウイルス」感染拡大防止につきましては会員各位の注意、外出の

自粛などが必要かと思われます。また都県をまがる往来につきましては極力お控えいただき

たいと思ってお ります。

したがいまして 7月 2日に （東京・飯田橋開催）予定の月例会を 3月、 5月に引き続き中止

とさせていただく事に決定いたしました。

◎会員の皆様には何かとご迷惑をお掛けしますがご理解・ご協力をお願い申し上げます。



巻頭

『遥かなる山の呼び声』

それまでは登山の傍ら一切成 り行き、無邪

気にマイ山行記念写真を撮っていた。

土砂降りのあの朝あの山小屋で、あのポス

ターを偶然見てしまった。思い出の写真を応

募し、偶然美術館に飾られて驚愕。マイ写真

の溺愛は、客観視という目の高さに転じた。

]APA会員になってから写真全般への興味

関心をもった。「ソール・ライター写真展」を

見た。どこに発表することなく、ストリート

スナップを 50年以上撮り続けていたそうだ。

何か凄いモノは写っていないが、写ってい

る写真は何か凄いコトが写っている、と悦に

入った。そこに合わせて言うと、有名で凄い

山が写っていなくても、スゴイヤローと自画

自賛する山岳写真を撮ろうと決意する。

我が家から車で少し行くと、遥かに槍ヶ岳

から五竜岳へ連なる山嶺が見える。夕方はシ

ルエットで、冬の朝はピンク色で。何か呼ん

でいる感じ、雲に隠れていると気になる。「山

のあなたの空遠く幸い住むと人の言う…」そ

んな感じの遥かなる山の呼び声を想う時、

やっぱ有名な山を写して呼応するぞと誓う 。

今年も協会展のお知らせを頂いた。どんな

題名にしようか、今年も熟考する。（題名は

説明的でなく）という注意事項がある。写真

は題名が肝心なりのレクチャーだ。

説明的ではない題名の愛読書は水越武氏

「山の輪舞」だ。ちなみに読む愛読書は、高

田直樹氏「なんで山登るねん」と宮田八郎氏

「穂高小屋番レスキュー日記」＆ HP。

松本支部展は本部展と各支部展の選抜合同

展も開催している。各地の会員諸氏はこんな

目で山を見つめている等、諸々学べる。そこ

に魅かれて、本部在籍五年後に松本支部に移

籍した。ある日ある支部会員の味わい深い作
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松本支部小林喜富

品を心地好く見ていた。三人連れが近づき「こ

れは山岳写真ではない、風景写真だ」軽やか

に評し軽やかに去った。

山岳写真の捉え方には、個人差がある。ス

タンスが異なることに気づかず、自分も「わ

かっているつもり」だった。これって養老孟

子氏著の「壁」？標準的なモノを頭に描いて

当てはめている？ かつての著名山岳写真家

の説に、ブロックされている？ 「高山に登っ

て朝夕の光で写し、人工物が写っていない

云々が山岳写真」という説。

日本山岳写真協会の応募規定では、「一般

山岳風景、スキー、岩・沢登り、自然の季節

感、山村風景、山野の動植物、 ドキュメンタ

リーなど、山の自然をテーマにした作品」と

明記されている。流石だ。

NHKクローズアップ現代で、野村克也氏

が力説されていた。「若者よ夢をもて、とに

かく夢をもて」と 。寄る年波をかわすために

は••、そうだ夢だ！ かつて只管無償の行為

で登って面白かったあの山々、今度はそこへ

極上のカメラを担いで行って、目一杯写す夢。

横有恒氏からいただいた「山を尊び 山を愛

し 山と共に行く」の心意気で、いずれも冬

の、横尾尾根 ・涸沢岳西尾根・慶応尾根・蝶ヶ

岳・・• 。

若い頃の短い間、山岳会の皆様方からオー

ルラウンドの山行と座学を通して、知らぬ間

に「安全で面白い登山」を教えて頂き、感謝

しております。

6月号の予告

表紙東海支部

巻頭言両毛支部



2020年度 JAPA合同撮影会のご案内（募集）

担当 ：東海支部

＜秋の北アルプス・乗鞍岳＞
北アルプス北端に位置する 3000m峰、乗鞍岳の秋景を撮影する山旅を計画しました。

9月下旬ともなれば、 2500m付近から上はナナカマ ドや足元に咲くチングルマの紅葉、

ダケカンバの黄葉などで彩られた美しい秋山風景が見られるでしょう。そんな場所に身を置

き、思う存分撮影に没頭していただきたいと考えております。宿泊は乗鞍スカイライン山頂

バス停畳平にある乗鞍山の宿「銀嶺荘」。標高 2700mの好立地条件で、夕日、ご来光、星

空撮影など二日間たっぷりと撮影が出来ます。

皆様のご参加をお待ちしております。

日 時 ： 9月26日（土）宿泊～ 27日（日）

撮影対象：乗鞍岳山頂付近一帯

紅葉、 夕景·星景•朝焼けの撮影

宿泊場所：乗鞍山の宿「銀嶺荘」

岐阜県高山市丹生川町岩井谷乗鞍岳

8080-6926-3145 

集合時間：「銀嶺荘」 1F売店 26日16: 0 0集合（受付）

* 1 8 : 0 0から夕食を兼ねた懇親会を開催いたします

＊お天気が良ければ星景撮影会予定

＊お風呂あり

参加費用： （宿泊費のみ）一泊二食 10, 000円 (JAPA会員）

11, 000円 （会員以外）

＊現地までの交通費は含みません

＊朝食はお弁当を用意します

定員： 40名

申し込み先 ：東海支部佐藤孝也宛

メールとハガキにて申し込みを受け付けます（件名を“合同撮影会”)

メール： takaya310tkys@yahoo. co. jp 
ハガキ宛先：〒489-0985 愛知県瀬戸市松原町 3-211 佐藤孝也

複数の場合、参加者全員のフルネームと続柄をお願いします

申込期限：会報掲載～ 7月31日までの先着順とさせていただきます

「銀嶺荘」へのアクセス（東京からの場合）

バスタ新宿から高速バスおよそ 4時間半で平湯温泉、バス乗換えて畳平まで 1時間

車でお越しの方：新宿から中央自動車道、国道 15 8号線経由およそ 4時間で

ほおのき平バス停着（大駐車場完備）バス乗換えて畳平まで 4 5分
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年麿版協会カレンクー冒贅唸ぐ`
「日本の名山」の選

今回の 2021年度版協会カレンダーの選考については新型コロナウイルスの感染拡大

防止の為にカレンダーを担当している（株）フォト信州の佐々木信ー氏にお願いいたし

ました。

◎カレンダーの応募状況は次の通り

応募人数 48名

フィルム 13名 デジタル 32名 混在 3名

応募点数 282点

フィルム 87点 デジタル 195点

2021年協会カレンダー採用者一覧

名 則‘’~ 題 名 撮影地 原板 備考

表紙 蹴揚政志 堂々 たる山稜 北ア・池の平 D 

1月 大島隆義 雪稜の後立山連峰 北ア・八方尾根 D 東海

2月 伊東睦雄 厳冬の宝剣岳 中ア ・乗越浄土 D 南信

3月 中山慎吾 春 光 北ア・別山 D 

4月 青谷晋行 遥かなる峰々 北ア・涸沢岳 6 X 45 関西

5月 阿部真一郎 絶壁の峰 白毛門 D 

6月 矢板文夫 朝光の尾瀬沼と隧ヶ岳 尾瀬沼 D 

7月 石塚茂 夏の後立山 北ア・蓮華岳 6 X 45 

8月 道健一 大キレ ット静寂 北ア・南岳 D 

9月 吉田桂一 北岳秋色 南ア ・北岳 D 山梨

10月 小林 喜富 秋気満ちて 北ア・涸沢 D 松本

11月 名取 洋 晩秋の富士 富士山・水ヶ塚 D 

12月 佐藤孝也 厳冬の八ヶ岳 赤岩の頭 6 X 45 東海

,
 

会 計からのお願い
-＿

_
t
 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。

昨年 12月25日付で東京都庁内の郵便局で振込みをした方です。（会員証の届

いていない人）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。
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4月定例理事会報告

日

場

時令和 2年 4月 16日（木）

所 日本山岳写真協会事務所

***＊議題＊＊ ＊ ＊ 

1 会員の入退会等について

1) 退 会： 1113植竹史治 （物故）、

1072片山響、

1057 山本晃生、

1098 矢作英夫、

1034河地尚志、

617 櫻井信夫、

597 若松稔、

1128坂本登 (8名）

2) 住所変更 ：986 熱田行宏、

1003 高井統、

1052延江佳子、

896 石川邦生（北陸）、

750 加藤雅彦 （南信）、

1080作道暁 （北陸）（6名）

3) 所属変更 ：1117大橋隆志

本部→北陸、

1003 高井統

本部→東海 (2名）

4) 入 会：増村多賀司さん（松本支部）

2020年 7月より

2 各委員会報告事項について（総務・会計・

会報・ IT· 企画・写真展•その他）

・写真展関連：選抜展「それぞれの山」

開催中止

・会報関連：会報4月号 8頁の原稿を入稿

した。

・ ]APA事務所・契約更新2020年6月30日

・ ]APA事務所管理室臨時休業のお知らせ

2020年4月15日（水） 22日（水） 2日間

3 協会・公募展進捗状況について

（写真展他）

・応募状況 一般公募 112名、

会員 282名

・審査日程 5月 9日～ 10日に延期、

・出展作品制作依頼

クリエイト 6月 10日

4 カレンダー選考会について（写真展他）

・カレンダー「2021年日本の名山」締め

切り受付 4月 11日 (1日のみ）

選考は佐々木氏 （フォト信州）に一任し

た。

・応募者数 48名

6 月例会について

5月の月例会は中止

7 合同撮影会について

撮影場所：乗鞍岳、

日時： 2020年 9月 26日（土）～ 27（日）

宿泊場所：乗鞍山の宿「銀嶺荘」

募集人数： 40名

JAPA5月会報にて募集

8 その他

l) 日本写真協会 (PS]）会報 2020年

478号に ]APAの紹介が掲載された。

2) 内田耕作写真展の延期中止のご連絡

の葉書が内田亮氏 （ご子息 ・元闊シグマ

役員）より届いた。

◎4月定例理事会報告は担当理事からの報告を掲載したものです。

会員の皆様へ協会事務所電話等の問い合わせについて

協会事務所は係が常駐していませんので、問合せ、連絡等は担当理事宛にて

電話ない しメールで、直接連絡をお願いします。

（総務） 岩本 直樹 （入退会、休会、名義申請等） 046-256-1422i.naoki@wonder.ocn.ne.j p 

（会計） 瀬戸口隆司 （年会費、会費振込等） 03-3929-4459 bachseto@yahoo.co.jp 

（写真展）清水 隆雄（協会展、公募、選抜展等） 042-563-5778 tshimizu39@comet.ocn.ne.jp 

（会報） 飯田 信義（原稿掲載依頼、 DM掲載等） 048-931-0526iida_nobu_l 4l3_photo@ybb.ne.jp 

（企画） 渡辺 良（月例会等） 047-479-0511 watanabe_makoto8l 7@yahoo.co.jp 

(HP) 鈴木菊雄（協会 HP掲載依頼等） 047-184-0702 suzu99@d9.dion.ne.jp 

-5 -



80周年記念誌 「協会写真展の歴史」販売のお知らせ

創立8()周年記念

協会写真展の歴史 創立 80周年記念「協会写真展の歴史」を、 1部 1000円＋送料 500円

(10部以内）で販売します。

ご希望の方は下記の申し込み用紙に必要事項を記入し、下記住所に

郵送して下さい。（申し込み確認後、振込用紙を同封して発送します）

送り先住所 〒207-0022 東京都東大和市桜が丘 1-1425-3-606

u本山岳写寇・t念会 清水隆雄

TEL042-563-5778 

切り取り線

「協会写真展の歴史」 申し込み用紙

住所 T 

氏名 冊数 部

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

表紙の言築 靡幽黒闊織幽加鼠員

「銀・遥かなる頂」

残雪の赤谷尾根。

北陸支部作道暁
（つくりみち さとる）

ナイフリ ッジをアンザイレンした時は、相

当に集中していたことを思い出します。

そんなパーティーを見下ろすかのように

脊えるは「剣岳」

（赤谷尾根から錬岳早月尾根）

会員往来

I所属変更 I

No.1003 高井統本部→東海

三五］
増村多賀司 （松本支部）2020年 7月より

亘五］
No.1122 木下佳幸
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2020年支部展中止について

新型 コロナ ウイルス感染拡大防止のた

め都道府県に緊急事態宣言がさ れ、さら

に延長 された事に より、やむを得ず、 中

止とな りました。

北陸支部展 (7月3日～ 7月5日）

両毛支部展 (7月9日～ 7月 12日）

山梨支部展 (7月9日～ 7月 12日）

※会報4月号で写真展案内・ 〈デジタルモ

ノクロ ームの美〉写団創美写真展Vは

開催見送りとなりました。

一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

｀ 
． 



令和2年(2020年）日本山岳写真協会展の中止のご連絡

2020年 5月

日本山岳写真協会 理事長大石高志

皆様におかれましては、 Cウイルスの影響で撮影等を自粛しているかと思います。

政府発表の「緊急事態宣言」の見直しで、首都圏は引き続き「外出自粛要請」の継続が発表され

ました。

2020年日本山岳写真協会展の開催について、 JAPA理事会メンバーからご意見をいただき、皆

様のご意見等を考慮しまして、まことに残念ですが、下記のように決定させていただきました。

令和2年日本山岳写真協会展「2020ー山・われらをめぐる世界」

1. 2020年日本山岳写真協会展は中止する。（東京都美術館は 5月現在休館中）

2. 山岳写真セミナーは中止する。

3. 会員作品と公募作品の審査は中止する。

4. 会員の応募作品は返却する。

5. 一般公募の応募作品は「作品・審査料・送料」を返却する。

6. 表彰式・祝賀会は中止する。（上野精養軒は 5月現在臨時休業中）

写真展準備段階での JAPA事務所内での感染、濃厚接触は避けたい。同様に写真展会場内

の来館者から感染者、濃厚接触者を出さないためにもご理解をお願いいたします。

以上


