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『夜明けの録岳 』 村上雅彦会員撮影

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） 046-256-1422 i.naoki@wonder.ocn.ne.jp 

（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.j p 

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

（企画） 渡辺 良 （月例会等） 04 7-4 79-0511 watana be_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 
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『写真と人との出会い』

「重さ 40kgのザック が肩に食い込み、 身の

丈2mを越えるスズタケが密生する藪に跳ね

返されながら虫けらのようにもがいていた…」

40数年前、場所は福島県南会津、体力と読図

と精神力が試される山中 10泊の養成合宿。

心身共に疲労困態の合宿 8日目、南会津の

名峰「七ケ嶽」の南方尾根を下る途中で偶然

にも小さな湿原に出くわしました。「沼の平」

と名の付いた湿原は早朝の逆光の中、霧につ

つまれ朝露がキラキラ光り輝いていました。

疲れが一気に吹き飛ぶこの世の絶景！今思

うと私が写真を撮りたい衝動に駆られた最初

の風景でした。

その後社会人となり職場の写真サークルに

誘われ、風景にとらわれず、多彩なジャンル

に幅を広げようとしたのも この時期です。モ

デル撮影や土門拳に触発されたリアリズム写

真、文化財の撮影などなど・・・・・・

ところがサークルの体質が写真より旅行や

温泉探訪に傾いていくにつれ、会としての魅

力が薄れ、撮影は個人行動になってき ます。

写真は撮りためても 、それを発表したり批評

してもらう機会を持つわけでもなく、趣味と

してのストレス解消程度に長年一人で撮影を

続けていました。

そんな中、地元の赤城山で霧氷の撮影をし

ている最中にご年配で品に よさそうなカメラ

マンに声をかけられました。手にはライカの

M を持ってい ます。 まさに運命的な出会い

でした。その方は橋本会長ご本人だったので

す！

協会の存在は以前から知って ましたが、こ
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両毛支部 植木進

れを機会に話は トントン拍子に進み、入会さ

せていただくことになりました。その後地元

の山岳写真同人「峰」にも入会。組織に属して

良かったと思うことは、作品を発表しあう中

でたくさんの刺激と情報が得られること 。そ

して何といっても志を共有する仲間に巡り合

えたことです。とりわけ新たな写真の世界に

導いてくださった橋本会長には大感謝です。

入会当初「なぜ写真を撮るのか」ある先輩

と話したことがあります。「プロじゃないか

ら自己満足できればいいのでは」と言う私に

「人を感動させるものを撮りたい」と返され、

私は言葉を失い自分が恥ずかしくなりまし

た。まさに『本質』ですネ。

今年になって新型コロ ナウィルス感染予防

のため、今までの ような撮影ができなくなっ

てい ます。 しかし、群馬県は三方が山に囲ま

れていて、身近にある赤城山や袈裟丸山など

に通っています。日本アルプスのような派手

さはありませんが、早春から初夏を彩るッツ

ジの群落や厳冬期の氷瀑など魅力にあふれて

います。特定の撮影地に限らず、自分の足で

歩いて誰も見たことがない被写体を発見する

楽しみは格別です。まだまだ撮り尽くせてい

ないなと自戒してますが、謙虚に人を感動さ

せる写真を目指してこれからも取り組んでい

きたいと思います。

7月号の予告

表紙関西支部

巻頭言 北陸支部



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

四080-6926-3145

集合時間：「銀嶺荘」 1F売店 26日16:00集合（受付）

* 1 8: 00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： 50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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問い合わせはE-Mailで● japa_kobo@yahoo.co.jp
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2021年度の公募募集とチラシ・ポスターが完成

今年の一般公募は中止となりましたが、来年度は通常通り行いたく下記のチラシが

完成しました。登山者の行動自粛や山小屋の営業開始が遅れておりますので、印刷数

も前年の 30％の 3000部としました。6月中には各支部や山小屋へ配布をする予定です。

募集期間は 2021年 3月 12日より 16日です。今年応募された方には応募料と作品を返

却しました。来年に応募される方には応募一覧表や作品でそのまま応募を受け付ける

予定です。

〈会員の皆様にお願い〉

撮影や山小屋に行かれた際にチラシが置いてあるか調べて公募担当にご連絡下さい。

またその際にチラシを持参して、管理人にお頻いして頂ければ効果が大きいと思いま

すので、必要な方は担当へ Eメールで連絡下さい。募集要項は、ホームページにも掲

載しますのでダウンロードしてご使用下さい。

公募担当：鈴木菊雄 suzu99@d9.dion.ne.jp 
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木村忠尚

みちの く
写真展

四季光彩

・期日＝ 2020年7月24日 （金）～ 30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 2-4、サクセス銀座ファーストビル 4F
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世界の名峰撮影トレッキング

キリマンジャロ峰を登る

ツア＿会社のトレッキングツアーに参加

熱帯に氷河のある山、ヘミングウエイのキ

リマンジャロの雪、アフリカ最高峰などロマ

ンを感じる山であるが、カメラマンには人気

のない山である。数年前に登山を計画したが

都合で中止。今回は ]APA、四季の仲間であ

る金氏と日本が厳冬の時期の 2月に登ること

とな った。キリマン ジャロは世界中から沢山

の登山者が集まるので、 登るには現地タンザ

ニアのルールに従い、現地人のガイド、ポー

ターを雇わなくてはな らない。 また登るコー

ス、宿泊する小屋 （ハット ）、装備等にも制

限があり、アルパイン ツアーサービスが企画

するツアーに参加すること になった。

出発前に高所訓練

キリマンジャロは標高 5890mで切濃度は

10％弱で平地21％の 1/2以下になる。ツアー

会社の登山行程では標高 1800mの登山口か

ら山頂まで 6日で往復する。これは上りで 1

日平均標高差を約 1000m以上を登らざるを

得ない。ツアー会社の体力度では 5つ星であ

る。これは小生の過去の経験ではネパールの

チクン・リ登山以来となる。年齢的なハンデ

キャ ップも あるので高所訓練が出来る三浦研

究所に通うことにした。高所訓練は 3日間

(4000m、4500m、5000m各2.5時間）続けた。

これはツアー会社のおすすめではネパールの

ホロンボハット先の砂礫帯を登る (4200m)

川井靖元

ジャイアントセネシオのお花畑の中を登る (3900m)

カラパタール、ゴーキ ョトレ ッキングコース

と同等である。

-6 -

登山、撮影装備

登山に際し個人装備は厳しく、個人が背負

うザックは標準 6kg以下、ポーターに預ける

ダッフルバ ッグは 10kg以下と制限された。

小生は小型アタ ックザ ックに 2L水筒、 0.4L

テルモス、上下ゴア雨具、フリース防寒具、

最小限の行動食、撮影機材 （標準ズームレン

ズ付き小型デジカメ、望遠ズーム レンズ、コ

ンパクト APSCデジカメ、予備電池） を詰

め込み 8kgを少々越していた。特にペットボ

トルはタンザニアの国立公園内はすべて使用

禁止、電池の充電は不可でカメラ、ケータイ

は対策が必要である。

登山環境

タンザニアのキリマンジャ ロ空港から専用

車で山麓のマラングホテル (1550m)で宿泊。

バナナ、 コーヒー のリ ッチな農園帯である。

登山口のマラングゲート (1800m)ではこの

時期大変登山手続きに時間がかかる。最初に

泊まる山小屋マラングハットヘ (2727m)は

降雨の中熱帯雨林のジャングルを登る。ス

コールになったり止んだりで、意外と涼しい。

次のホロンボハット (3720m)へは天候が回

復して深い森から緩やかな草原帯を登る。や

がて本峰がようやく見えるようになるが絵に

なり難い。2Lの水はあ っとい う間になくな

る。ホロンボハットで 1日高度順応のためマ
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ウエンジ峰 (5151m) にトレッキングする。

次の日ホロンボハットから約 1時間登ると乾

燥した草原の中にお花畑が広がる。高所乾燥

植物のジャイアントセネシオ、ジャイアント

ロベリオの群落地である。これより先は砂漠、

砂礫帯の不毛地の登りとなる。

登頂への 1日

この日の予定は頂上へ最も近いキボハット

(4703m)から夜中 12:30に出発、火口縁の

ギルマンズポイント (5681m)から頂上のウ

ルフピーク (5895m)を往復、下山してギボ

ハットより下のホロンボハ ット (3720m)ま

で下る合計約 12時間の厳しい行程である。

深夜順調に出発したが、意外と懐中電灯で

の登行は傾斜がきつく、登行のペースが速い

ので体力の消耗は厳しい。標高 5400mでパ

ルスオキシメータ （日本より個人用に持参）

の数値が 02血中濃度 75％を割ってしまっ

た。 一行の最後尾になってしまい、隊に迷

惑をかけてはならないと思い、登行を中止し

て下山を開始する。5000m付近でご来光を

迎える。清々しい気分で下山、午前 12時頃

ホロンボハットに無事戻った。

キリマンジャロ氷河

熱帯地方にある氷河として有名であるが、

長年の観察記録で現在の国連環境計画で

2020年にはすべて消滅するだろうと云われ

ている。その原因は①地球の温暖化②地表の

渇水化、③休火山としての地熱とされている

が？噴火口近くの消えつつある氷河を直に見

られなかったのは残念である。

「キリマンジャロの雪」はアメリカの作家

ヘミングウエイの小説でも有名で、英米文学

の分類の中では秀でた名作ある。また 70年

ほど前に映画化された「キリマンジャロの雪」

（ゲーリー ・クーパー主演）は今でも名画と

して見ることができる。

キリマンジャロコーヒー

キリマンジャロのあるタンザニアはアフリ

カ諸国の中でも経済が自立していて治安のよ

い国である。農業国で主生産物のキリマン

ジャロコ ーヒーは世界中に愛好されている。

最も輸出量の多いのは日本である。キリマン

ジャロコー ヒーの味はフルーツのような甘味

と強い酸味が特徴であるが、ストレートでも

飲みやすい。

コーヒ一畑を前景に白い帽子をかぶったキ

リマンジャ ロ峰を期待したが、 トレ ッキング

のコース、行程で全く撮影出来なかったのは

心残りであった。
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5月定例理事会報告

日 時令和 2年 5月 21日（木）

場 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

（退会）

1)木下佳幸さん(No.11222020-04-27) 
（住所変更）

1)須田善男会員 (No.936両毛支部）

（新住所）〒372-0016伊勢崎市本関町

1194-2県営住宅 133号

メールアドレス、自宅の電話番号・ファッ

クス番号 (0270-61-9817)携帯番号は

変わり ません。

2)成清陽会員 (No.1059 東海支部）

（新住所）〒508-0001 岐阜県中津川市

中津川 2364-2453フローリーヒルズ 105
（所属変更）

西村武志会員 (No.380)
松本支部→本部

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）

1) カレンダーの選考は、素案を佐々木信

ー氏 （フォト信州）に一任し、最終選考

は写真展選考委員で行った。作品は資料

参考。（写真展）

3 協会 ・公募展について（写真展他）

1) 2020年日本山岳写真協会展は中止する。

（東京都美術館は現在休館中）

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

軒は現在臨時休業中）

・ 2021年一般公募の募集案内 （チラシ）に

ついては、 6月下旬に配布できるよ うに

準備中。

4 支部写真展について

l)山梨支部写真展 (7/9-12 山梨県立図

書館）の中止

2)両毛支部写真展 (7/9-12 栃木市栃木

文化会館）の中止

3)北陸支部写真展 (7/3-5 富山県民会館）

の中止

5 選抜展募集について（写真展）

1) 「それぞれの山」 No.17が中止にな り、

出展者に作品を返却した。ポートレー

トギャラリーの会場費は無しの連絡が

あ り。 来年度の開催については検討中。

6 月例会について

7月・月例会 (7/2)はコロナウイルスの感

染と濃厚接触を避けるために中止とします。

7 その他

次回定例理事会令和 2年 6月18日（木）

午後 6時 30分～ 当協会事務所
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表紙の言葉 鳩幽暴闘嶋鯛幽幽具

「夜明けの銀岳」

東海支部村上雅彦

別山頂上か ら錬岳にカメラを向けシャ ッ

ターを切 りました。

5月でしたが寒波に より積雪 し素晴らしい

夜明けを迎える事が出来ました。今は登山を

自粛中ですがまたこのような景色が見られる

事を願います。

会員往来

I住所変更 I

No.936 須 田善男

〒372-0016 伊勢崎市本関町 1194-2

県営住宅 133号 メールアドレス・電話・

FAX・携帯等の変更なし。

No.1059 成清陽

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川

-8 -

2364-2453 フローリーヒルズ 105

I所属変更 I

No.380 西村武志松本支部→本部

リコーイメージングスクエア新宿から

「リコーイメージングスクエア東京」として

リコーイメージング（株 ）ではスクエア新

宿 （東京都新宿区西新宿） をリニューアル

オープン、「リコーイメー ジングスクエア

東京」としてスター トした。

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

｀ 
． 


