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総会開催のお知らせ

日 時令和 3年 2月7日（日）

・総会 13 : 00 r-.J 1 5 : 00 

会 場上野・精養軒

東京都台東区上野公園4番58号

TEL: 03-3821-2181 

アクセス

● JR上野駅・公園口徒歩 7分

●東京メトロ銀座線・日比谷線

上野駅 8分

●京成電鉄・上野駅 8分

0今年の新年会は中止といたしました。



令和 3年 総会のお知らせ

日本山岳写真協会会長橋本勝

下記要領にて日本山岳写真協会の総会を開催いたします。

万障繰り合わせご出席下さいます様お願い申し上げます。

日 時 令和 3年 2月 7日 （日曜日）

総会 ・ 13時～ 15時

会 場 上野 ・精養軒

東京都台東区上野公園 4番 58号 03-3821-2181 

議 案 令和 2年度事業報告・決算報告

令和 3年度事業計画・収支予算案ほか

◎今年はコロナ禍の中、感染防止もあり新年会は中止といたしました。

◎総会の出欠を 12月号に同封したハガキに記入し至急投函して下さい。

なお欠席の方は委任状に記入して必ず返信して下さい。

日本山岳写真協会

会長橋本勝

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設のご高配を賜り厚

く御礼申し上げます。

私事ですが、 2019年 12月 1日夕方に血尿

が出て止らず、前橋赤十字病院に入院しまし

た。総会には出席したいと医師の協力指導で

トレーニングをしましたが再発し最悪の欠席

となってしまいました。紙面をお借りしてお

詫び申し上げます。大変ご心配をおかけ致し

ましたが、ゆっくり回復しており ます。

2019年 12月以降、中国武漢市で発生した

新型コロナウィルスの感染拡大が世界に広が

り日本では現在「緊急事態宣言」は解除され

ました。しかしながら、まだ行動の自粛の中

ですが、令和 3年 2月7日 （日）の日本山岳

写真協会の総会には出席致します。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

さて、日本山岳写真協会でも令和 2年の行

事と会議の多くが中止になっている中で理事

と幹事の皆様が、創意工夫して会報や新年度
の準備の為に行動されている努力の姿に、私

は特別の思いで感謝しております。
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東海支部では 40周年のパーティーは密集

回避で中止になったが、支部の皆様がメール

等で連絡を取りながら鎌田支部長の強烈な

リーダーシ ップと会員の努力で日本山岳写真

協会東海支部創設 40周年記念の「山・自然

との会話」写真展を 2020年11月7日 （火）～

23日 （祝日）愛知県美術館ギャラリー Gで開

催することが出来ました。そして創設 40周

年記念のフォトブックを作成 （販売）して大

成功に終わった。心からお喜び申し上げます。

すでにご存知かと思いますが、関西支部展

はリニューアルされたピカピカの京都市京セ

ラ美術館での開催が決定しました。ところが

ポストカードの発送も済みパンフの作成の

中、新型コロナウィルスの感染拡大を恐れて

無念の中止となり涙をのんだ。ところが先日、

山下支部長、近藤 （元）支部長からほとんど

同時に令和 3年 4月6日（火）～4月 11日（日）

に1/2に縮小して開催するとの朗報が入り、

みんな元気で気持ちが明るくなった。

2021年（令和 3年）は丑（うし）年で九星

では六白金星にあたります。［金］の気が溢

れる、またとない特別な年だと先生に伺い耐

えながら期待しております。私は 7回目の年

男です。牛のように粘り強く［速く］新型コ

ロナウィルスを撃退出来るワクチンの開発で

元気な世界を取り戻し、日本山岳写真協会展

（東京都美術館）及び東京オリンピック ・パ

ラリンピックを成功させたいと近くの天神様

に毎朝お願いしております。どうぞよろしく

お願い致します。
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関西支部長

山下豊吉

新年のお慶びを申し上げます。

コロナ禍の今、新年を迎えての賀詞も何か

空々しい気もいたしますが、今年こそは災い

が一掃されて、皆さんの笑顔に満ちた活動が

できることを願いたいと思います。

昨年は支部長を拝命して初めての支部展

を、 3年ぶりにリニューアルなりました京都

市京セラ美術館本館で計画しており ました

が、新型コロナウィルスの感染拡大により中

止の止む無きに至りました。

もちろん、弊支部展以外の多くの写真展が

苦渋の選択をせざるを得ない 1年間でした。

また、 大好きな山の写真を撮るという行為自体

も一定の制限をされた 1年間でもあ りました。

昨年の支部総会での会員の総意は、“京都

市美術館での展示会が関西支部会員の絆であ

る”ということであり ました。開催場所はさ

ておき、自分が撮った作品の披露の場に集う

ことにより絆を深めるという至極当たり前の

ことであり ました。

今年こそはの思いで、本年 4月には昨年同

様 （昨年は中止）に京都市京セラ美術館本館

での関西支部展の開催を計画しております。

関西支部のみならず、各支部様選抜作品展や

企画展も併せて予定をしており ます。

2020年を表す言葉は「密」と京都の清水

寺の舞台で発表がありましたが、新型コロナ

ウィルスの感染拡大と大切な人との関係が密

接になったことが主たる理由だそうです。

感染を考えますとご来館の無理強いは、出

来ませんが、 3密を回避するなどしっかりし

た対応をいたしますので、京都に足をお運び

いただぎ絆を深めていただければ幸いです。

本年も関西支部に対する変わらぬご指導 ・

ご協力をお願いしますとともに、皆々様には

佳き年になりますよう心から祈念申し上げま

す。

・舜・ 料 ・羽・ 粋 ・羽・ 料 ・林・ 荘 ・将・ 料 ・稔• 株 ・羽・群・林・ 料 ・粋・ 料 ・羽・

東海支部長

・・ 鎌田 則雄

明けましておめでとうございます。

コロナ感染の波動は私たちの身近に押し寄

せて来ましたが、私ども東海支部は 2020年

1月には会場の都合で期ズレとなった「恒例

の支部展」を開催し、更に 11月には重大事

業となる「支部創設 40周年記念展」をコロ

ナ禍の最中でしたが満を持して開催。新たな

試みでフォトブック（図録集）を作成しまし

たが展示作品と共に大変好評を頂きました。

展示は ]APA会員の皆様 33名の方々より

優秀作品をお借りし、支部作品の 64点と合

わせ計 97点を愛知県美術館 8階二室で広い

スペースに飾 りました。1200人を超える来
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場者の方々に楽しんで頂いたこと、改めて御

礼申し上げます。

また、 翌 12月にも 全国山の日協議会主催

の「冬山フェスタ」に作品展示で参画。事業

運営の一年を締めくくりました。

ただし、 9月予定の合同撮影会は担当支部

として万全の準備をして参りましたが、移動

自粛規制や宿泊先からも感染の懸念を示さ

れ、巳む無く開催中止となり、多数の参加申

込み者の方々には大変ご迷惑をお掛けしまし

たこと、深謝する次第です。

2021年度も同じく紅葉の乗鞍岳で 「10月

初に合同撮影会」を企画しますので、改めて

ご協力の程お願いいたします。

最後に、 2021年度東海支部は支部長およ

び役員任期交代期であり、新体制の元で運営

して参りますので、引き続き東海支部を宜し

くお願いいたします。

2021年度の支部主事業は以下の通り計画

. 6月夏山フエスタ巡回展／ 10月合同撮影

会／ 11月支部写真展／ 12月冬山フェスタ

企画展
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両毛支部長

緑埜公一

明けましておめでとうございます。

会員の皆様には健やかに新年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。

昨年は新型コロナウイルスが猛威を振るい

瞬く間に世界中に広がり 、約7700万人以上が

感染、 170万人以上が亡くなりました。経済

への影響は計り知れず、私たちの日常生活は

ー変、東京五輪も延期に追い込まれました。

とにかく閉塞感が漂う辛い我慢の一年でした。

両毛支部では、役員会を除いて全ての支部

事業の中止を余儀なくされました。特に支部

会員の作品発表の場であ り、また会員の懇親の

場でもある支部展の中止は非常に残念でした。

一方、登山においては、しっかりとした感

染対策を講じた Withコロナ時代の 「新登山

スタイル』がこの先しばらく続く ことが予想

されています。『おはようございます、こん

にちは』登山道で交わす挨拶もマスクとソー

シャルデイスタンスで。

今年は新型コロナウイルスのワクチン接種

が本格化し、感染者が大幅に減少するとの見通

しがあるようです。しかし、ウイルスとの長い

戦いを生き抜くには『歩行習慣』で免疫力や抵

抗力を上げることが重要とも言われています。

無理のない適度な負荷の『登山』は免疫力

を向上させ、感染に強い体づくりにつながる

とのこと。是非みなさんで実践しコロナ禍を

乗り越えて行きましょう 。

支部事業につきましては、会員皆様のご協

力をいただきながら、万全な感染対策を行い

実施の方向で進めたいと思っています。

また、 2022年には両毛支部結成 40周年を

迎えることになりますので、記念事業に向け

た準備の年にもなります。今年も厳しい状況

は続くと思われますが、新型コロナウイルス

の一日も早い収束と平穏な日常が訪れる年に

なることを願っています。

本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど宜しく

お願いいたします。

最後になりますが、協会の益々のご発展と会

員皆様のご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。

◆ *＊ •株◆ ＊＊• 群 ◆＊＊ • 料 ・＊＊ • 料 ・＊＊ ◆群 ◆＊＊ • 群 ◆ ＊＊◆ 料 ・＊＊ ◆料 ◆＊＊ •料・＊＊．

北陸支部長

高見源彰

新年明けまして おめでとうございます。

と申し上げたものの、心から祝う言葉とし

て素直に言えないような新年を迎えてしまい

ました。

昨年は新型コロナウイルスとい う厄病神が

世界中で猛威を振るい人類を震撼さ せまし

た。しかもその猛威は、衰えるどころか年を

またいで更なる勢いで感染を拡大していま

す。今年は一体どうなるんだろうと不安に思

う。しかし考えてみると人類は今まで多くの

ウィルスと闘い勝ってきた、遠からぬ将来、

人間の叡智は必ずこのウ ィルスにも勝利を収

めると信じています。一刻も早くその朗報を

待ちたい。でもそれは他力本願ではなく、我々

も最大限の予防策を講じての話だ。

昨年、ある医師が言った言葉に、国を当て

にするな、自治体に頼ってはいけない、この
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感染から身を守るのは自分自身である。この

言葉が自分にとって一番心に残っている。

昨年、我が北陸支部でも、全国的に感染し

始めた影響もあ り、「山の断章 2020」は中止

と決めた。県内の美術展も悉く中止となった

が、秋になって感染対策を立てながら実施す

る動きが出始めた。

今年の支部展は 7月9日からの予定だが 2

年連続中止だけは避けたいと思ってる。

振り返ってみると、このコロナ禍は悪いこ

とだけではなかった。ステイ・ホームのお陰

で自分の写真を振り返ってみる機会が多く、

余暇の善用みたいな気がした。いつかや らね

ばと思ってたフィルム時代の作品のデジタル

化もその一つ。膨大な量のフィルムから、な

んとか救えるモノがそれなりにあって嬉し

かった。まだ途中段階であるが、できるだけ

早くに作業を終えたいと思っている。

今年の弊支部は新入会員がいない 15名の

ままだが、本部展への応募は昨年応募の分も

あり 10点を越えたいところである。

最後になりましたが、新しい年を迎え、支部

会員はもとより会員諸兄のご活躍をお祈り申

し上げます。今年は牛年、コロナヘの対策を十

分念頭に入れ、牛歩の如くビスタリーでもい

い、一歩一歩確実に歩みたいと思っています。
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山梨支部長

福島静雄

地球上においてもっとも人口密度が低いの

は、陸上では極地、砂漠あるいは山岳であろ

う。などと屁理屈をこねながら、昨年は 6月

から登山を再開した。

あちらこちら日帰り山行を続ける中で、マ

スクを目撃したのは、この半年間でたったの

2パーティーであった。ちょっといちゃもん

を付けたくなるが、感染したくない気持ちは

お互いだ。

さて、コロナとは関係ないが、ここ数年で

若者の登山者が増えてきたのは明白である。

一時の流行かと思えた時期もあったがもうこ

れは本物だ。

私は彼らと出会うたびに、かまわず声を掛

けることにしている。「ここを登ったのは 60

年以上前だね。何回通ったか忘れたよ」と言

たりすると「ヒエーッ！」と目を丸くするが、

時には「こんな時間に登ってきて日帰りなん

て無理無理、小屋に泊まらなくてはだめ」な

どと忠告したりするから、そのうち「説教じ

じい山中に出没か！」なんて、ネットで騒が

れるかもしれない。

そこで思い出すのは、 1950年代後半に始

まった、空前の登山ブームである。若者たち

が発したあの熱気はすさまじいものであっ

た。敗戦後のみじめな生活にもう戻ることは

ない。前途は洋々、いけいけドンドンであっ

た。この時代のエピソードは山ほどあるが、

ここでいちいち挙げるほど行間はない。

いまの若者たちはいったいどんな理由で山

にやってくるのか。当時と比較して彼らの労

働環境の激変ぶりはすさまじい。すでに我が

国の労働人口の四割を「非正規労働者」が占

めているのだ。当然ながら若年層にそのしわ

寄せがいく 。女性の場合、この比率がさらに

高くなる。

彼らと山中でかわす会話がなぜか浮ついた

印象を受けないのは、そうした厳しい現実が

背景にあるからだろう 。

それにつけても、いまや中高年が主体と

なってしまった我が協会である。この年齢構

成はいつまで続くのだろうか。写真は年季が

ものをいうと言われればそれまでだが「いま

までそうであったから、それでいい」とはな

らない。

未来は若者たちが背負うものなのに、相変

わらず「のほほん」と写真を撮っていていい

のだろうかと、思案にふけるこの頃である。

•蒜• 料・舜•稔 ・羽・ 稔 ・蒜・ 杯 ◆ ＊＊ • 将 ・＊＊ • 稔 ◆ ＊＊ • 料 ・＊＊・ 料 ・＊＊ • 料 ◆ ＊＊． 

松本支部長

百瀬典明

あけましておめでとうございます

コロナ騒動に振 り回され予定された行事も

次々と中止に追い込まれた年でした。

新年度こそとの思いも英国からは凶悪化さ

れた菌が蔓延しつつあり、各国へ飛び火しつ
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つある現状から我が国も緊急事態の発動も考

慮される事態になりつつあります。

沈静化を待ち続けても好転する気配が見通

せない中足踏みを続けることは許されません。

潤いのない社会で、「写真を見ていただき、

感動してもらえる」作品を撮り続ける。

今年も例会、撮影等には多大な制約を受け

ると予想されますが 11月には安らぎのある支

部展の開催を目指しています。

終わりの見通せない新年を迎えてしまいま

したが昨年足踏みしてしまった活動を、見直

し強靭な組織へと取り組んでいく所存です。
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南信支部長

津野祐次

新年あけましておめでとうございます。

南信支部は、日本山岳写真協会展ほか他支

部同様に、新型コロナウィルスの影響から 4

月の飯田市美術博物館、 9月の辰野美術館で

の南信支部展の開催をすべて断念しました。

その中にあって東海支部様は、なんとか工夫

をされて東海支部展を開催し、南信支部や他

支部、そして本部の皆様の写真を含めて展示

してくださいました。日本山岳写真協会展の

縮図をそこにみることができました。南信支

部としましては、ありがたかったです。

さて、南信支部の昨年の事業活動は例会、

撮影会の両方とも中止せざるを得ませんでし

たので、活動は全て休止となった次第です。

南信支部員の有賀章一さん、伊藤誉さん、大

村裕さんの 3名が年末に退会され、残念に思

いますが、それぞれに事情があり ますので、

協議の結果、受理しました。3名様には今ま

での活動に敬意を払うと共に感謝します。

東海支部会員として永年活躍してこられた

伊原明弘さんは、拠点を長野県上伊那郡飯島

町に移して久しいそうです。本年から南信支

部に所属し、地元の皆さんと発表活動を行い

たい希望を申し出てくれました。南信支部の

仲間となりました場合には、他の会員同様に

どうかよろしくお願いいたします。

南信支部では、昨年の暮れに役員会を開き

まして、本年度の事業や予算、役員改選につ

いて協議しました。支部長以下、新役員の皆

様を引き続きよろしくお願い申し上げます。

南1言支部展は 9月に長野県伊那文化会館に

て開催する予定です。例会につきましては、

新型コロナウィルスが終息しましたら再開

し、南信支部員相互の写真研究や、撮影地の

情報交換など活発に進めて まいります。いず

れにいたしましても創立 30周年の記念の年

が迫っておりますので、会員それぞれの創作

活動に期待し、新役員のもと本年度事業を執

り行うこととなるでしょう 。

12月理事会議事録

日 時令和 2年 12月 12日（土）

午後 1時～ 4時

場 所ハロー貸会議室神保町 8階

出 席者飯田 ・伊藤・岩本・大石 ・上ヶ平

小堀•清水・鈴木 （菊 ）

瀬戸口 • 町田 ・ 渡辺

川井・鈴木・花香・川嶋

大村・杉浦 • 関ロ ・ 緑川 19名

〈司会〉大石 〈記録〉岩本

＊ ＊ ＊ ＊議題＊＊ ＊ ＊ 

1 会員の入退会について

0所属変更者

（東海支部→本部へ 5名が本部へ転籍）

619伊原明弘． 670杉浦吉治

734高屋忍． 878山内美紀子

207伊藤滋

0退会者 1084永野正則 （横浜市）．

459福島延吉 （住所不明）

0住居変更 74市場新太郎

〒112-0012 東京都文京区大塚 2-7-2

2 各委員会報告

0総務委員会 （岩本副理事長）

総会出欠はがきを準備して 12月会報に同封

する。締め切りは 1月 10日までとする。

総会の打ち合わせに大石理事長 ・岩本副理事

長・渡辺理事が上野精養軒で午前出向いた。

感染症対策・机テーブルの配置、看板など確

認。総会は午後 1時～ 3時 3階会場で行う 。

0会計（小堀理事）

年会費未納者が 10名いると報告した。459

福島延吉氏は住所不明。

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

◎今春、名簿作成の年となります。
住所変更又はTEL、メール（新規・変更）等の
ある方は総務・久保田理事まで通知して下さい。
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年会費未納者は 12月末で退会とする。

0会報 （飯田副理事長）

12月会報は 12頁で構成して現在校正してい

る。発送は 12月21日頃。

同封書類は令和 3年度の年会費の納付書 ・総

会出欠はがきなど。

OIT（鈴木理事）

次回のホームページの更新は 1月初旬に作業

予定。表紙写真は協会展から選考する。

2021年ホームページに掲載する 11点の作品

を会報に掲載した。

新年の挨拶掲載で意見交換したが従来通りと

して特別に掲載しない。

0企画 （渡辺理事）

月例会は第 4木曜日で計画していたが会員の

高齢化、夜間の交通事情などコロナ感染症な

どを考慮し来年度から第 4土曜日の午後 1時

から開催するなど安心安全に配慮して活性化

したい。会場も変わり TKPスター貸会議室

四谷に変わる。

0写真展 （清水副理事長）

令和 4年度以降 (5年間）の協会展で使用す

る会場の抽選会が 12月 1日東京都美術館講

堂で開催。結果 19会期の 9月 9日～ 9月 17

日の 9日間で休館日無し (2階第 1展示室を

使用）

（小堀理事）選抜展の作品審査日は 1月 12日

午後 1時からの予定。(JAPA事務所）

3 令和 3年度の理事会体制について

（大石理事長 ・清水副理事長）

0理事信任投票の総数は 12月 12日で信任票

が251票、会員数の半数以上信任された。

0会長 ・副会長は理事会で推薦されましたの

で、 2月 7日の総会での承認事項となる。

0理事役割分担

理事長には清水隆雄氏・副理事長は飯田信義・

岩本直樹の両氏は再任。

監事には市場新太郎氏と中野慶一氏にお願い

した。

また各委員会の責任者と担当者

＊ 総務（岩本直樹） ・• • 久保田有信・

青山陽子（会計兼務）

＊会計（大村粛）・・・ 瀬戸口隆司 ・

青山陽子（総務兼務）．

大石高志 （写真展兼務）

＊企画 （渡辺 良）・・・大村 粛（会計兼務）．

伊藤哲哉 （写真展兼務）

飯塚光男（写真展兼務）

＊会報 （飯田信義）．．．

上ヶ平裕彦 （デジタル推進兼務）
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* IT（鈴木菊雄）．．．

ホームページ ・一般公募展 （兼務）

＊写真展 （大石高志）．．．

協会展（緑川邦雄 ・伊藤哲哉 ・飯塚光男）

一般公募 （鈴木菊雄 ・曾布川善ー）

選抜展 （小堀 彰•関口俊夫）
写真展全般 （町田佐智子）

＊デジタル推進担当 （上ヶ平裕彦）

以上の体制で今後 2年間運営することが報

告された。

4 令和 2年度決算概要報告

（小堀理事 ・町田理事）

令和 2年度の収支決算についてまだ確定し

ない項目もあり、一般会計・写真展関係 ・選

抜展・授賞基金 ・事業会計についての中間報

告をした。協会展 ・公募展・選抜展などが感

染症対応で中止となり、それに伴う表彰式・

祝賀会、山岳セミナーなど多くの事業が中止

となりました。支出予算の多くが繰り越しさ

れた、内容が検討され一部修正して総会で報

告される。

会計監査予定日 令和 3年 1月 11日（月）

午後 1時よ り ]APA事務所にて

5 令和 3年度予算案について

（小堀理事・町田理事）

年会費の収入も入会者が減少した、また事

業活動ができず退会者が多くでたが、入会者

の見込みを抑えた。一般会計の固定費は変わ

りないので例年通りの予算編成をした。

会議費などは感染症対策で事務所が使用で

きないので、理事会 ・月例会など貸会議室を

使用するため費用を予算化する。コロナで写

真活動が停滞しているので一般公募展の応募

者に期待したい。1月理事会でも検討する。

6 令和 3年総会日程・準備作業について

総会会場は上野精養軒で開催する。12月

12日に 3名で打ち合わせをしてきた。

令和 3年 2月 7日 （日） 午後 1時～午後

3時で 3階会場を予定。感染症対策では換気

や座席の余裕ある配置、正面議長席と司会者

席には透明のセーフガート版を設備している

など確認した。1年間の事業活動を決める大

事な総会です、安心して参加してほしい。

総会の進行について司会を大村理事に議長を

鈴木副会長にお願いした。

総会出席者数は令和 3年 1月 10日締め切

りの出欠はがきで確認。令和 3年 1月 16日

理事会で報告する。

総会の受付などの担当は 1月理事会で決め

たい。



7 令和 3年度合同撮影会について

今年の撮影会は乗鞍岳開催でしたが、新コ

ロナ感染症の対応で参加者の安全を考慮しや

むなく中止をした。

来年も東海支部主管で秋の乗鞍岳で 10月

初旬に開催を計画している。

8 令和 3年度協会展。山岳写真セミナー・

祝賀会について

0協会展令和 3年8月31日～ 9月8日（水）

休館日 9月6日 （月）

東京都美術館2階公募第1展示室で開催予定。

一般公募入選者作品の同会場で同時展示。

0山岳写真セミナー （東京都美術館講堂）

9月 1日 （水） 関西支部担当

山本和典講師「六甲山の魅力」

9月 2日 （木） 山梨支部担当

福島静雄講師「甲斐の山々の魅力」

0一般公募入選者表彰式 ・協会展祝賀会

9月4日 （土）表彰式

上野精養軒 2階会場を予定

9月4日 （土）祝賀会

上野精養軒 3階会場を予定

0支部展 関西支部展4月・東海支部展11月・

北陸支部展 7月の予定が届いている。

9 令和 3年度月例会開催予定 （渡辺理事）

今年はほぼ例会は感染症対応で中止した。

3月27日 （土） 月例会

会員講師（鈴木克洋副会長）を予定している。

5月29日 （土） 会員以外のメーカーの製品

紹介また会員作品研究など

6月26日 （土） 会員外講師

「組写真について」

11月27日 （土） 内容未定

感染症の状況に より事前に内容変更、延期

また中止となる場合があ ります。

10 その他

日本写真協会の「功労賞」授賞式について

令和 3年の 6月に延期となった。

杉浦敦哉委員の退任挨拶があった。

週当番表の 2021版を作成する

●次回理事会令和 3年 1月 16日 （土）

午後 1時～午後 3時

TKPスター貸会議室四谷

2月号の予告

表紙首都圏（総会風景）

巻頭言理事長

寧碑尋＂躙＇贔＇ 嶽’＇ ・．噂綴食如疇麟疇認：＇誓長＇＇ぶ攣厨'’ ＇灯r•9’’' 蝉‘「鍼囀

関西支部展のこ案内
『山との対話』京都市京セラ美術館で開催

、「ご三疇繹誓ー＇’'’蜘＇、翌今彎‘•9・祖，如況壽麟伽亨崎砧、し三疇 i• 密占

~2021年度日本山岳写真協会関西支部展の概要～
◇会 期： 2021年 （令和 3年）4月6日 （火） ～ 11日 （日）

◇会 場：京都市京セラ美術館本館 2階南西回廊

〒606-8344京都市左京区岡崎円勝寺町 124

TEL : 075-771-4107 

◇出展内容：合計約 140点

（内訳）• 関西支部会員作品

・協会本部写真展 （東京都美術館 2019年 8~9月実施）の関西支部

会員作品

・協会本部選抜展 (2020年度中止）の関西支部会員作品

・協会他支部作品選抜

・企画展 （※有志 3人展）

尚、企画展（※有志 3人展）につきましては、日本山岳写真協会

会長橋本勝氏、副会長川井靖元氏、弊支部顧問 近藤嘉彦氏による

「同年同期三人展 （仮称）」を予定しております。

◇その他：新型コロナウィルスの感染リスク低減のため、ご来客者及びスタ ッフの感染

防止策 （マスク着用、消毒 etc)は勿論実施しますが、 3密回避の観点から

各種イベント （懇親会、講演会、 トークショー）は中止いたします。



第 12回 保谷フォトクラブ写真展

四季の情景～魅せられて～

第 12回 保谷フォトクラブ写真展
四季の情景 ～魅せられて～

碑 1年3月2日ぼ）～3月28日（日） 11：の～19:OO

、芸術劇場アトリエイースト（地下1F) 

≪出展者》
r寒波去りし輯j谷田川武

井上正也 及JII綾子 片 桐 芳 朗 加藤多津生 巻祐吉佐久間滋 佐藤 恵子

柴山 勝渚水隆弘関口淳子 関口弘明 関谷 典雄 瀬在洋子 田島健一

ら心山 良夫 樋川勝男 平本美智明 益田利 三浦哲雄本橋 薫 谷田川武

・ 2021年3月22日 （月）～ 3月28日 （日）11: 00 ~ 1 9 : 00 

・東京芸術劇場アトリエイースト （地下 1F) 

・JAPAより谷田川武が出品

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

写真展のご案内
この度、水上温泉「旅館たにがわ」にて個展を

開催することになりましたのでご案内させてい
ただきま土厳冬期の山の厳しさ朝 Hに染まる
山々の美しさを展示いたしましたc

槍ヶ岳遠望

日時令和 2年 12月 10日（木）～ 

令和 3年 3月 11日（木）

午前 9時～午後 6時 最終日 13時

場所 水上温泉旅館たにがわ

橋本勝7オトギャうリ＾
群馬県利根郡みなかみ町谷川 524-1

Tut 0278-72-2468 
JR上越線水上駅車約 10分

＊ 自由にご高覧できます
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三森康弘写真展

冬の燕岳稜線

●2020年 12月 10日（木） ～ 

2021年 3月 11日（木）

9時～ 18時（年中無休・入場無料）

●谷川温泉 旅館たにがわ

橋本勝 谷川岳フォトギャラリー内

（みなかみ町谷川 524-1 0278-72-2468) 



第1:i|1回デジタル研究会報告

日時令和 2年 10月28日（水） 発表直後のPhotoshop2021、SILKYPIX

PM2: 00 ~ 4: 00 Pro 10の機能などを紹介。そして、 RAW現

場所テレワーク形式 像ソフトの利用状況について、参加メンバー

(Zoomウェブミーテ ィング）

テーマ

①撮影地ガイド・晩秋～初冬

②技術ガイド • RAW 現像テクニ ック と

最新動向

③作品研究と情報交換

①撮影地ガイド・晩秋～初冬 （川井靖元）

パワーポイン トによるスライドショーを用

いで晩秋から初冬を狙った撮影適地を紹介。

10月中旬の尾瀬、 10月末の瑞騰山、そして

指原新道からの鹿島槍の三点。

紅葉が散った後の風景は、派手さがなく地

味な作品になりがちである。しかし、夏場は

葉に隠れて見えなかった場所からピークを捉

えたり、地形のユニークな姿を見つける絶好

の機会にもなる。低い陽光が描くシャドウで

心情表現を込めた作品づくりにもチャレンジ

していきたい。

②技術ガイド •RAW 現像テクニ ッ クと最新

動向（上ヶ平裕彦）

にその後で回答いただいた (Zoomのオンラ

インアンケート機能を利用）。

まず、使っている現像ソフトは 10名からの

回答があ り、うち 6名は複数のソフトを使っ

ている。個別に見ると、 AdobePhotoshop 

系 (Lightroom系含む）が最も多く過半数の

6名で、うち 4名は他のソフトも使われてい

た。そして、キャノン DPP、ニコン NX系、

SILKYPIXがそれぞれ 3名ずつで拮抗した。

カメラメーカー純正ソフトを使われていない

方が少なからずいると思われる。その他の現

像ソ フトで挙げられたのは、 RAWセラピー。

無料で使えるため、試してみると良いソフト

である。
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続いて、 RAW現像ソフ トの使っている機

能について、 11名からの回答を得た。全員

が使っていた機能は、意外にもトーンカーブ

調整だった。直観的に操作できる点が好まれ

ているのだろうか。反対に、あまり使われて

いない機能が、ノイズ除去、パース調整、ピ

クチャースタイル変更である。低 ISO撮影

で元のノイズが少なく、自然物相手でパース



もそのままで良いと判断されるためだろう 。

ピクチャースタイルも撮影時に決めるか、ナ

チュラル設定から個別パラメーターで追い込

んでいくためと思われる。そして、パノラマ

合成、 HDR合成、深度合成はほとんど使わ

れていない。RAW現像段階でこれら複数

ショットからの合成機能は、現状、一般的で

はないようだ。

③作品研究と情報交換

Zoomの画面機能を用いて、参加者から最

近の撮影作品を発表いただいた。撮影対象は、

立山 （大日岳と地獄谷）、安達太良山、谷川岳、

那須岳など。それぞれ撮影時の現地状況や工

夫などを伺うことができ、楽しく貴重な学び

とな った。

出席者：

安西良矩、大村粛、川井靖元、川上素司、

川瀬正博、岸岡正比古、佐々木憲一、

鈴木菊雄、藤田福徳、道健一、吉田正信、

脇屋義信、上ヶ平裕彦 （記）、計 13名

使っている現像ソフト（人数）

：の他のRAW印像‘/J卜

市il：ソフト S!ll<YPIX

Adobe Photoshop / 

troom / Lightroom Classic 

キャノン DPP

-．ニコ`／ CaptureNX / NX-0 

。
ー 2

 
3
 

4
 

5
 

6
 

使っている機能（人数）

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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!.,,ンズ補正

名さ調整
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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てに

直接して下さい。

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

（会計） 大村 粛（年会費、会費振込等） 03-3705-0224 sohm ural 949@a04.itscom.net 

（写真展）大石 高志（協会展、公募、選抜展等） 045-789-0775 ooishitk@kg8.so-net.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 413_photo@ybb.ne.jp 

（企画） 渡辺 良 （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） 04 7-184-0702 suzu99@d9.dion.ne.j p 

ー
・・・―『-―

――
会 計からのお願い

――――-
1
―ト
ー
・

12月号で同封いたし ました令 和 3年度の会費納入の

郵便 振込用紙で振込 んで下さい。

◎ 会費は 2月 15日まで に納入して下さい。

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

表紙の言築鳩幽累勘闊嶋鯛嶋鳩

「雪紋と盟主」

松本支部笠原良雄

八ヶ岳、行者小屋にテントを張り、地蔵尾

根を詰める。地蔵の頭に着くと、前夜の降雪

と夜半の強風がきれいに紋様を造っており ま

した。

遠方には富士、正面には八ヶ岳連峰の盟主

が旭日を受けてお り、印象に残る場面でした。

会員往来

I所属変更 I

No.743 河村篤東海支部→本部

No.1102 猪原寛両毛支部→本部

I 退会者 （会費未納）1 

No.1119 奥村明徳 No.1071 角井伸一

No.964 加藤栄一 No.1130 佐藤征二

No.1132 四之宮賢二 No.1091 松下智昭

No.1123 黒田昌也 No.1146 別府総平

I退会者 I

No.842 有賀章一 No.919 大村裕

No.983 伊藤誉 No.1025 池田昌史

No.1134 鈴島章嘉 No.832 中山慎吾

No.883 岡田正志 No.1112 石田綾輔

No.749 佐藤高広 No.1059 成清陽

◎ 12月号で掲載した写真展「写団創美写

真展 デジタルモノク ロー ムの美」 (2021

年 1月 28日～ 2月 3日） は新型 コロナ ウ

イルス 感染症の緊急事態宣言に伴い、や

むを得ず中止と いたしました。 （担当者）

◎会報 12月号に掲載した写真展「川井靖

元写真展 ・『岳 ・信仰 ・民』」 はコロナウ

イルス感染拡大にともない (1月 22~ 28

日）中止となりました。

- ． 
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

｀ 
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