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● 総会開催令和3年2月7日（上野・精養軒）

|I 令和3年 (2021年） 3月例会の延期について 1|

本年度最初の 3月例会は、同月 27日（土） 13時30分～ 15時30分新会場： TKP

スター貸会議室四谷において、昨年同様、テーマ：「作例でわかる山岳写真の

ABC」、講師：鈴木克洋（協会写真展審壺委員長・副会長） により開催予定でしたが、

緊急事態宣言が、 2月8日～ 3月8日まで延長となり、現時点で、その後の見通し

が立たないことから再々延期させていただきます。なお、次期開催については、会報・

HPにてお知らせいたします。 企画担当：渡辺

問い合わせ先渡辺良 携電 090-8007-9685



巻頭言 ． 
理事長就任のご挨拶 と事業計画

． 

本年度より、伝統ある会の理事長を拝命さ

せていただきました。新体制のもと、会員皆

様のご協力を得ながら、微力ではありますが

会の発展のために全力で尽くす所存です。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

昨年は新型コロ ナウイルスの影響で、当会

の事業計画の大半が中止になり、今まで経験

したことのない大変な年となりました。今年

も新年早々に 2度目の非常事態宣言が発令さ

れ、未だ新型コロナウイルスの収束が見えな

い状況が続いてい ます。

新年度の事業計画も例年通り予定していま

すが、新型コロ ナウイルス感染症の防止対策

を取りながら進めていく必要があります。

［定例理事会］

月 1回の定例理事会も、昨年は感染拡大を

防ぐため 3月～ 5月を中止とし、 6月以降は

開催時間を日中に変更して、各業務担当の責

任者会議として実施し ました。10月から通

常の定例理事会に戻し、土曜日 13時から 3

密を避けるために広い貸会議室で開催してい

ます。今年度も、当分の間は感染状況を見な

がら責任者会議にするか、定例理事会として

開催するかを判断しながら進めて行き ます。

［日本山岳写真協会展・一般公募展］

日本山岳写真協会展 （協会展）は当会最大

のイベントで、東京都美術館に会場を移して

から今年で9年目の開催となります。昨年は、

新型コロナウイルス感染症防止対策上中止と

なり、一般公募からの新入会員の入会があり

ませんでした。今年度は会の活性化と、会員

の拡充、会員の励みになるよう強い決意で開

催を進めて まいり ます。
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理事長清水隆雄． 
［山岳写真セミナー］

協会展会期中に開催する「山岳写真セミ

ナー」は、一般来館者お よび山岳写真愛好家

を対象に、山岳写真の素晴らしさを伝える重

要な事業のひとつです。今年度は昨年中止と

なりました「関西支部」と「山梨支部」にお

願いしています。

［日本山岳写真協会・選抜展］

昨年度の第 17回選抜展は、開催直前になっ

て中止となりましたが、今年度は新たに募集

した作品で、 11月にポートレートギャラリー

での開催を予定してい ます。選抜展は、山岳

写真の組み写真として作者独自の思いを発表

する場でもあり ます。全紙サイズ 2~4枚組

みで展示します。会員どなたでも参加でき ま

すので、個性を生かした作品をお待ちしてい

ます。

［各支部写真展・撮影会］

昨年度は、東海支部展 (1月）と東海支部

創設 40周年記念写真展 (11月）のみ開催で、

他は中止のやむなきとなり ました。今年度も

各支部とも写真展、撮影会の実施計画が出さ

れており、地元で積極的な交流を図り 、会員

誘致をお願いしたいと思います。協会として

も支部活動に支援を行っていき ます。

［合同撮影会］

昨年度の合同撮影会も、 コロナ禍の影響で

中止となり ましたが、今年度は再度、東海支

部主管による「秋の乗鞍岳」を計画していま

す。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ています。

以上、本年度の事業計画の活動方針を記載

しましたが、この他にも多くの事業計画を予

定しています。創立 82年目を迎え ます「日

本山岳写真協会」の、さらなる発展につなげ

られる よう、会員皆様の一層のご協力をお願

い申し上げます。

4月号の予告

表紙南信支部

巻頭言関西支部



そ
日本山岳写真協会

で

→ 令和 3年度総会開催 に
日 時令和 3年 (2021年）2月7日（日）

午後 1時～ 3時50分

場 所上野精養軒 3階 （桐の間）

（東京都台東上野公圃4番地58号）

議事録飯田 信 義 副 理 事 長

岩本直樹副理事長

司 会大村粛理事

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。休日にも係わらず感染症が広が

るなか会員皆様のご出席いただき御礼申し上

げます。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。

総会に先だち、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 3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）

総会にさきだち、会則第 14条ー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）により成立と規定しています。

会員数は 12月末現在 431名、本日の出席

者 27名、委任状 248名、出席者合計 275名（出

席率 64%)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 植竹

史治氏 ・会友の浅石靖氏の 2名の方のご冥福

を祈り黙祷を捧げた。

4 会長挨拶

「新年は年男，丑（うし）年です」

橋本勝

新年、明けましておめでとうございます。

昨年は中国武漢市で発生した新型コロナウイ

ルスの感染拡大で、世界、日本の地域社会は

大変厳しい影響を受けた年であり ました。

2021年 （令和 3年）は、私の 7回目の年

男です。丑 （うし）年は九星では六白金星に

あたり［金］の気があふれている、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。
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橋本会長

牛のように粘り強く［速く］新型コロナウ

イルスを撃退できるワクチンの開発で元気な

世界を取り戻して欲しい。

日本山岳写真協会の関西支部展は、昨年リ

ニューアルされたピカピカの京都市京セラ美

術館（旧京都市美術館）で開催にむけてポス

トカードの発送も済み、出品者のパンフの作

成中に新型コロナウイルスの感染拡大に恐れ

て無念の中止になり涙をのんだ経緯がありま

す。今年は関西支部も頑張っておりコロナ禍

の為、支部展の規模を 1/2に縮小して令和 3
年 4月6日～ 4月 17日まで開催することが

決まっております。

私もこの関西支部展の企画展である年男 3
人展に参加します。そして現在企画展の展示

作品選びに取り掛かり、 2018年のアラスカ

（フェアバンクス）で寝ずに頑張ったオーロ

ラの作品と 2019年にロシアの原子力砕氷船

での北極点付近で運よく写せた 2頭の子供を

連れた北極熊の親子の作品を発表しようと

思っております。

昨年は自粛で大好きな山にも行けず山岳写

真を推進すべき立場にありながらシャ ッター

も切れず、会いたい人にも会えず、もどかし

い日々を送って新年を迎えた年男として、せ

めて理事長を中心に進めております日本山岳

写真協会の全国展が東京都美術館 （上野）で

2021年 8月 31日（火）から 9月8日（水）ま

で予定通り開催できることを切に願っており

ます。

この日本山岳写真協会展には天皇陛下様は



皇太子殿下の時代は毎年御出品して下さいま

した。令和に入って新型コロナウイルス感染

拡大で昨年は中止になりました。

今年は令和の時代に入り、初めての日本山

岳写真協会展に天皇陛下様の御出品を国民の

一人として是非ともお願いしたく存じます。

全国の皆様のご支援をよろしくお願いいたし

ます。

5 議長の選出の件（司会者）

会則 14条ー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。

拍手で承認されて議長席に着き議事を開始す

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 2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2年度事業報告（大石高志 前理事長）

令和 2年度定期総会と新年会は昨年の 2月

2日 （日曜）に上野精養軒で開催しました。

総会には 82名の出席者、委任状 216名が

あり、新年会には招待者 14名、会員 79名の

出席で行いました。6支部のそれぞれの総会

は1月と 2月に開催されました。6月の両毛

支部総会は中止となりました。

定例理事会は、毎月第 3木曜日に協会事務

所で開催ですが、令和 2年度は 1月、 2月は

開催しました。コロナウイルスの影響で、 3

月、 4月、 5月、は中止しました。6月から 9
月の理事会は、各担当責任者 7名の小人数で

協会事務所にて開催しました。10月、 11月、

12月の理事会は、貸し会議室 （定員 54名）

でソーシャルデイスタンスを確保しました。

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 (12月20日）

は中止しました。

協会最大の事業であります全会員を対象に

した協会展と一般公募展は、 3月締め切りで

作品募集しましたが、新型コロナウイルスの

影響で、政府より「緊急事態宣言」の発令と

その後の「首都圏外出自粛要請」があり、中

止としました。(6月会報に掲載）

議
長
の
鈴
木
副
会
長

各支部展は東海支部が 1月支部展と 11月

の「東海支部創設 40周年写真展」が開催さ

れました。他の 6支部の写真展は全て中止に

なりました。

昨年度の選抜展「それぞれの山」は 4月

16日～ 22日「ポートレートギャラリー」 （四

谷）で開催予定でしたが、「緊急事態宣言」

の発令で直前に中止となりました。

2021年 （令和 3年度）の選抜展は昨年の

10月会報にて新たな作品で募集をしました。

今年の 11月～12月の開催を目指しています。

2021年カレンダーは 4月に審査して作成、

発行部数を減らして販売しました。

年4回の例会は中止しました。デジタル研

究会はテレワークで 2回行いました。

撮影会活動は協会の合同撮影会を東海支部

主幹で 9月 26日 （土）～ 27日 （日）「秋の

乗鞍岳」を予定していましたが、今年度 (2021
年）に延期となりました。各支部の撮影会は

中止となりました。

昨年は新型コロナウイルスの影響で 3月以

降の活動が軒並み中止となりましたが、本年

度は活動再開ができることを期待して、準備

する予定です。

②令和 2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 2年度の

一般会計決算書、写真展決算書、選抜展決算

書、授賞基金決算、事業会計決算書などの順

に内容説明をした。

0一般会計 主な収入財源は会員 446名と家

族会員 2名との年会費、他 5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。

支出では事務所関連費の固定費が (35%）、
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会報費 (19%）、支部補助費、支部展補助

費 (10%）、協会写真展への補助費 (15%)、

山小屋エイド基金への寄付などが主な支出

です。他に定期預金と次年度への繰越金な

どを報告した。

0写真展関係 収入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 2019年の作品梱包返却費、会

員作品返却、公募作品返却費など。

2020年の写真展会場費と展示作業費、写

真展パネル製作費、公募審査費は展示が中

止となり支出はない。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

出費はないと説明した。

0選抜展決算 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。支出は展示準

備が全て完了してから展示が中止となり、

出展者 14名に参加費などの払い戻しをし

た。その他諸経費との合計である。

0授賞基金決算 収入財源は寄付によるもの

で、協会展が中止となり優良賞表彰などの記

念メタルなどの制作費用はないと報告した。

0事業会計決算 カレンダー販売、事業の積

立金、カ レンダー関係費用、出版物売上金

と繰越金との合計。支出はカレンダー製作

費などが主な出費と説明した。

③令和 2年度会計監査報告

（金剛寺 拳監事）

1月11日の監査では、感染症対応で一同

が会することができず、会計理事と監事が会

計帳簿類、領収書、預金通帳などを回覧して

照合、監査しました。わかりやく、正確に記

載されていましたのでご報告いたします。

議長より令和 2年度の事業報告・決算報告、

監査報告に対して、特に質疑も無く、令和 2
年度事業報告と決算報告が拍手で可決承認さ

れました。

④理事改選報告と役員の承認

（大石高志前理事長）

0理事改選 （任期 2年）

「会則第 10条・ 11条」の規定により、令

和 2年末 (2020年）で、理事の任期が満了と

なりました。理事推挙案で理事 13名の再任

と新理事候補として 4名の委員と 1名の推挙

で5名を候補として 18名としました。

令和 3年改選予定の理事信任投票を 10月
会報でご案内して、実施しました。

「18名の理事改選の信任投票」の結果、信

任票が251票で会員の過半数で信任をいただ

きました。

令和 3年度の理事会体制について

理事長清水隆雄 氏 （新任）

副理事長飯田信義 氏 （再任）

清
水
理
事
長

大
石
前
理
事
長

副理事長岩本直樹 氏 （再任）

監 事市場新太郎氏 （新任）

監 事中野慶一氏 （新任）

（監事は理事会で推挙された者）、

大石高志氏は 3期 6年の理事長職を退任す

ることになりました。長期にわたり理事長ご

苦労さまでした。

0会長、副会長の選出 （任期 4年）と承認

会則第 10条

会長橋本勝 氏 （再任）

副会長川井靖元氏 （再任）

副会長鈴木克洋氏 （再任）

副会長花香勇 氏 （再任）

以上を理事会で推挙いたしました役員の承

認願いが大石理事より出されました。

議長より役員の承認案件に対して 4名の継

続が可決承認されました。

⑤令和 3年度事業方針 （清水隆雄 理事長）

当協会の事業活動におきましては、昨年度

は新型コロ ナウイルスの影響で、大半の事業

が中止となりました。未だ終息が見えない社
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会
長
・
副
会
長
席

理
事
長
・
役
員
席

会状況ですが、今年度は感染防止対策を取り

ながら、協会展を中心に例年通リ開催して新

入会員の拡充を目指し、会員の励みとする所

存です。

創立 82周年を迎える協会の伝統を踏まえ

て、会員相互に切磋琢磨し、写真内容の向上

を図 りながら、当協会発展と山岳写真界に貢

献できるよう積極的な活動を行い下記の事業

活動を進める。

主な事業活動

0定例事業

l 写真展 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

例会セミナー 年4回（一般参加の拡充）

研修会 デジタル研究会 （不定期開催）

会議 ・懇親会…総会 ・協会展と公募展の

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 （日本山岳写真協会

展併催一般参加可）

2
 

撮影会

3

4

5

 

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

＊理事会組織と支部組織の活動、賛助会社等

の協力による会運営。

清水理事長より以上の項目ごとに令和 3年

度の事業方針を説明した。特に質疑もなく承

認されました。

⑥令和 3年度事業計画

事業方針に基づき下記の写真展事業及び一

般事業計画を実施する。

●写真展事業 （大石高志 理事）

0協会展 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一般公募展共、 3月

12日～ 3月 16日まで、 JAPA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270点、

公募展は約 70点の予定。

作品審査は 4月中旬、協会事務所で写真展

審査委員会と関係者が担当する。

0カレンダー作品の受付は 4月 10日のみ受

付する。審査は 4月下旬を予定。

0選抜展 今年の 11月頃、四谷のポートレー
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トギャラリーにて 12名の組写真 （全紙）

として開催する。山と渓谷誌など写真誌に

掲載を依頼する。

0支部展は 7支部で開催予定

その展示スケジュールを説明した。

4月の関西支部展 （京都市京セラ美術館本

館 2階）から、 6月には両毛支部展 （栃木文

化会館） と東海支部展 （巡回展）、7月に北

陸支部展 （富山県民会館）、9月は南信支部

展 （長野県伊那文化会館）、11月初旬から松

本支部展 （かんてんぱぱショ ップ松本店）、

例年開催の松本市美術館は 4月から 1年間改

装工事期間。

11月中旬に東海支部展（愛知県美術館8階）

と11月下旬に山梨支部展 （山梨県立図書館）

などで開催予定と報告した。支障なく 全支部

展が開催できますことを期待しております。

●事業計画 （渡 辺良理事）

0例会 は公開で年 4回開催を予定してい

る。会場は主に「TKPスター貸会議室四谷」

を予定。

テーマは賛助会社のカメラメーカー、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で予告掲載します。

今年最初の例会は 3月27日会員の鈴木副

会長の講師を予定していたが、感染症対応

で延期しました。

5月はカメラメーカーの新製品紹介また、

作品研究会を予定、 6月は組写真展につい

て、11月の例会のテーマは未定。協会

ニュースやホームページで日時、内容など

予告する。会員外も無料で参加できるので

皆さまの知人の参加をお待ちしています。

0定期総会 は2月7日 （日）開催で、会場

は上野精養軒 3階 （桐の間）で開催。（新

年会は中止とした）

0山岳写真セミナー は協会展の開催期間中

の9月 1日 （関西支部）と2日 （山梨支部）

が担当して、東京都美術館講堂で開催する。

各々のテーマなどは会報、ホームページ、

案内はがきに掲載する。

0合同撮影会 は東海支部主幹で北アルプス

の乗鞍岳で 10月初旬に計画している。

詳細は 5月会報に募集内容など掲載する。

（昨年は感染症対応でやむなく中止し今年

に延期）

0協会展祝賀会、祝賀会及び一般公募入選者

表彰式を 9月4日 （土）上野精養軒会場で

開催を予定。

0デジタル研究会 は不定期開催で主にリ

モートで開催予定。ホームページや会報で

予告する。

そのほか撮影活動を予定しているので参加

してほしい。

0協会カレンダー 「日本の名山」は人気が

あり、制作と販売 （協会展期間中会場で販

売）は継続事業として計画している。2月

会報に募集要項を同封する。

以上の令和 3年度の計画概要を報告した。

⑦令和 3年度予算案（瀬戸口 隆司理事）

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。

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。会員数は感染

症や高齢化で退会者が多くでて大変厳しい

状況であり ます。

会員 430名、家族会員 2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。

感染症で活動自粛と高齢化で退会者が多く

厳しい予算編成となりました。

＊支出では固定費に事務所関係 （更新契約は

無い）、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
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助費、その他である。

全体的に感染症が終息予定として通常通り

の実積を基に予算を計上したと報告。

0写真展関係予算案

＊収入では一般会計から補助費と公募展審査

料、参加者の個人負担費用の合計が収入で

ある。

一般公募の応募者と入会者に期待したい。

＊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

秀作品三賞の表彰関係費などを通年同様計

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。

令和 3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に

ついて拍手で可決承認された。

⑧執行部役割分担報告（清水隆雄 理事長）

0執行部 (2021年）編成

令和 3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 事長清水隆雄 （理事会統括 ・渉外）

副理事長飯田信義 （会報）

岩本直樹 （総務）

監 事市場新太郎 中野慶一

理 事青山陽子会計 （兼総務）

飯塚光男企画 （兼写真展）

伊藤哲哉写真展 （兼企画）

大 村 粛 会 計 （兼企画）

大石高志写真展 （兼会計）

上ヶ平裕彦 IT（兼会報）

久保田有信 （総務）

小堀彰 （写真展）

鈴木菊雄 IT（兼写真展）

関口俊夫 （写真展）

曾布川善ー （写真展）

瀬戸口隆司 （会計）

町田佐智子 （写真展）

緑川邦雄 （写真展）

渡 辺 良 （企画）

新理事に推挙された飯塚光男氏
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を紹介した。

以上 18名の理事が今後 2年間、会の各部

署で業務運営に協力していただくことになり

ました。

0支部長の紹介

佐藤孝也

（東海支部長・ 1月支部総会で就任）

山下豊吉（関西支部長）

百瀬典明 （松本支部長）

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）

⑨ホームページについて（鈴木菊雄 理事）

IT係は主に協会のパソコン関係の保守管

理やホームページ・新 WEBの更新を担当し

ています。

0トップ頁の更新作業は毎月末から月はじめ

に作業をしている。

0新 Webの Fecebookについては随時更新

しています。掲載依頼や更新事項がありま

したら担当者に直接ご連絡ください。

0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、文書にて連絡して下さい。

会員の活動情報、写真展、 DM、出版など

掲載可能です。画像はメール添付でデー

ター送付して下さい。

0昨年からホームページの充実を図っていま

す。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の裏面に掲載、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。

0写真展応募要項や各種申請用紙、会報など

もPdfで掲載していますのでご活用ください。

⑩其の他（担当川井靖元副会長）

0協力宿泊施設について （参考資料として

80か所を添付）

＊連絡事務所などの電話番号の変更を修正し

た。

＊入山する際は届け出が必要となります。ま

た宿泊の場合は山小屋に予約をすること 。

感染症対応でスペース確保のため人数制限

などをしており、シュラフを持参する場合

もあります

山小屋独自で感染症予防対策をしているの

で協力してほしい。

＊ご利用の際は協会発行の会員証提示し、 ト

ラブル防止の為、宿泊費を確認してくださ

い。

協力宿泊施設と当協会と毎年割引などの更

新契約はしておりません。

⑪議長退席

令和 3年度の定期総会の議事を皆さんのご



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。

6 各支部報告（岩本直樹 副理事長）

新型コロナ感染症の緊急事態発令の外出自

粛要請で各支部長から今年の主な事業計画の

連絡をいただきましたのでご報告いたします。

0松本支部 （百瀬典明 支部長）

1月31日支部総会予定は延期した。(4月

ごろ開催予定）

支部写真展 (11月3日～ 11月7日）「か

んてんパパショップ松本店」で開催予定。

（例年開催の松本市美術館は 4月から 1年
間改装工事期間）、支部制作カレンダー 12

部を提供。

0東海支部 （佐藤孝也 支部長）

1月 17日 総会資料をメール配信し、オ

ンライン方式で支部総会を開催した、鎌田

則雄氏から佐藤孝也氏に支部長が交代し

た。2021年度の事業計画、予算案が承認

された。合同撮影会 (10月2日～ 3日）

北アルプス乗鞍岳を予定。

5月会報で募集案内を掲載し、 7月末締め

切りとする。

恒例の夏山フェスタ (6月5日～ 6日）「ウ

インクあいち」で開催予定。

支部写真展 (11月 16日～ 11月21日）「愛

知県美術館」で開催予定。

支部撮影会は 12月中旬「中央アルプス千

畳敷」を予定。

0関西支部 （山下豊吉 支部長）

支部総会は 1月24日に開催し、総会資料

をオンラインと郵送で行い、 2021年度の

事業計画と予算案が承認された。

支部写真展は (4月6日～ 4月 11日）「京

都市京セラ美術館本館 2階 ・南回廊西側」

で開催予定。

企画展は丑年有志三人展として，橋本勝会

長，川井靖元副会長、近藤嘉彦支部顧問の

作品を展示。

協会展会期中、 9月1日「山岳写真セミナー」

を担当。東京都美術館講堂開催予定

0南信支部 （津野祐次支部長）

支部写真展 9月 15日～ 9月20日「長野

県伊那文化会館」で開催予定。

0北陸支部 （高見源彰支部長）

支部総会を 1月 16日に開催した。支部撮

影会は 5月15日～ 5月16日 撮影地未定。

支部写真展 7月9日～ 7月 11日 「富山

県民会館 3階」で開催。

支部選抜展「名峰立山•練展」 10 月 1 日
~ 11月上旬に「立山自然保護センター」

で開催予定。

支部撮影会は 10月初旬～中旬に開催、撮

影地未定。

0山梨支部 （福島静雄支部長）

支部総会を 3月6日開催予定。少人数の支

郁であるが各自の特徴を生かして活動して

いる。

支部写真展 11月23日～ 11月28日「山

梨県立固書館」にて開催予定。

協会展会期中の 9月2日「山岳写真セミ

ナー」を担当。東京都美術館講堂開催。

0両毛支部 （緑埜公一支部長）

6月5日総会を予定。

支部写真展 6月3日～ 6月6日「栃木市

栃木文化会館」で開催予定。

支部撮影会 10月9日～ 10月 10日 那

須岳にて開催予定。

7 新入会員の紹介 （岩本直樹 副理事長）

今年の新入会員は 6名 （長野県 3名 ・神奈

川県 2名、群馬県 1名）

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。

ほかに、休会者 2名。感染症対応で撮影活

動の自粛と高齢化で退会者 42名・物故者 2

名を報告した。

8 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 3年度の定期総会を閉会いた

します。

E .... ■ ．． ■]:．．．．．．．．．．． iii...)ii]；)！．．．．．．． ... ••．．．．．．］り回．．．ぅ；．■．．． , 

2021年日本山岳写真協会展の募集要項を 1月号会報の別刷として挿入いたしました。

応募期間は 3月12日（金）ヘぺ3月16日（火）まで

となっていますので「応募要項・注意事項」をよく読んで応募して下さい。
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関西支韻展のご案内

『LlJとの対話』京部市京セラ美術館で開催

J・l·P•八
（入場無料）

協
村
（
五
卜
音
順
敬
称
略
）

i
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会
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会
社
モ
ン
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る
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岳
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吉

岡

弘

日本山岳写真協会関西支部展
会場 京都市京セラ美術館本館2階南回廊西側
会期 2021年 4月6日 （火） ～11日 （日）
同時開催／日本山岳写真協会他支部選抜展
企画展 ：橋本勝・川井靖元・近藤嘉彦「同年同期三人展」

◇会

◇会

期 ：2021年 （令和 3年）4月6日 （火）～ 11日

場 ：京都市京セラ美術館 本館 2階南回廊西側

〒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。

（日）
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1月定例理事会報告

日 時令和 3年 1月 16日 （土）

午後 1時 15分～ 3時

場 所 TKPスター貸会議室四谷 3F
（第 2会議室）

出席者青山、飯田、飯塚、岩本、大石

大村、小堀、清水、鈴木 （菊）

瀬戸口、曽布川

緑川、渡辺

川井、鈴木 （克）、花香 16名

〈司会〉清水 〈記録〉青山

＊ ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

〈清水新理事長挨拶〉

大石前理事長 6年間ご苦労様でした。新理

事長になり、慣れない事ですので、宜しくお

願い致します。また、新理事の飯塚光男氏を

紹介した。

1 会員の入退会について （岩本副理事長）

0所属変更 3名

No.207 伊藤滋東海支部→本部

No.747 河村篤東海支部→本部

No.1102猪原寛両毛支部→本部

0退会者 22名

No.449 北原正尚 No.480 石 原直行

No.549 勝原行雄 No.687 唐沢久子

No.842 有賀章一

No.919 大村 祐 （休会者）

No.832 中山慎吾 No.883 岡田正志

No.749 佐藤高広 No.964 加藤栄一

No.983 伊藤 誉 No.1025池田昌史

No.1071角井伸ー No.1059成清陽

No.1091松下智昭 No.1112石田綾輔

No.1119奥村明徳 No.1123黒田昌也

No.1130佐藤征二 No.1132四之宮賢二

No.1146別府総平 No.1134鈴島章嘉

2 各委員会報告

0総務 （岩本副理事長） 新年会中止の連絡

を招待者の写真関係 5団体と、賛助会社

13社に 1/8付、文書で郵送した。

総会の出欠はがきを整理し、出席者 34名、

委任状 222名を確認した。

総会資料を準備する。

0会計 （小堀理事） 1/11に監査予定を非常

事態宣言の為中止し、書面をもって行い無

事に終了した。

2月に新旧会計理事の引継ぎを行う予定。

0会報 （飯田副理事長）1月の会報は 12頁

で 1/11に入稿、 1/16に校正する 。1/23日

頃発送予定。

0企画 （渡辺理事） 2/7（日）の総会実施要

項 （案）を説明した。

0写真展 （大石理事） 1月会報に 2021年度

の協会展の募集要項を同封する。受付期間

3/12（金）～ 3/16（火）の 5日間とする。

OIT（鈴木菊理事） ホームページの更新を

-11 -

つき始めに行う 。会報 10月号に掲載した

表紙写真予定者の 12月の鳥甲山の場所変

更が作者より申し出があり、長野県に修正

する。

役員理事改選に伴い「役員メール」に新規

の理事を入れる。

3 令和 3年度理事会体制について

（清水理事長）

新理事として企画 （兼務写真展）担当に飯

塚光男氏を理事会で承認した。

令和 3年度の執行部役割分担表、事業方針

案の説明があり意見もなく承認した。

4 総会準備・（式次第・総会資料の確認・

総会役割分担・出席者確認）

（岩本副理事長・渡辺理事）

・ 1/16現在総会出席者 34名、委任状 222
名と報告した。

・総会の実施要項 （渡辺理事）、式次第 （岩

本副理事長）が説明した。

・理事会メンバーは、 2月 7日11時に上野

精養軒 3F「桐の間」に集合する。

5 写真展（協会展・公募展・選抜展）関連

について

（大石理事・鈴木 （菊）理事・小堀理事）

•今年の協会展はぜひとも開催したい。 作品
募集要項は 1月会報に同封する。

2022年度のカレンダー募集要項は 2月の

会報に同封する。受付は 4/10（土）のみ。

・一般公募展は募集期間に入り写真誌、山岳

雑誌社には、 2月に掲載する。

・選抜展：今年度の応募者は 12名。1月 12
日の審査は中止とし、応募作品をデータ化

して選考委員各自で審査、選考結果を集約

して 2月上旬に発表する。開催は 11月を

予定。

6 事務所当番について （清水理事長）

毎週の事務所当番の明確化を図るため当番

終了後チェ ック欄に記入し、翌週の当番に連

絡し、申し送りをする提案があ り了承された。

7 その他

3月の例会 (3月 27日）は緊急事態宣言の

為、延期する。（渡辺理事）

＊写団創美写真展 V 1月 28日～ 2月 3日

ポートレートギャラリー （中止）

＊川井靖元写真展「岳・信仰・民」

1月 22日～ 1月 28日

富士フィルムフォトサロン東京 （中止）

＊会員名簿の更新を今年 (2年毎に刷新）予

定しているので支部名簿をお顧いしてい

る。

次回定例理事会 令和 3年 2月 20日 （土）

TKPスター貸会議室四谷第 1会議室

午後 1時 15分～ （開場午後 1時）



令和3年度 (2021年）事業計画 企画委員会

日程 行事予定 会場・備考

1月 11日（月） 会計監査（会計 ・監事） 各委員会 ・執行部役割分担作成

12日選抜展審査・定期総会の準備作業 事務所当番表

2月 7日（日） 令和 3年度 定期総会 （役員改選報告と承認） 上野精養軒 8階会場

新 年会（中止） （午後 1時～ 3時）

3月 12日（金）～16日Uく） JAPA展・一般公募展の作品応募期間 JAPA事務所
さ

（会報 3月号休刊）

3月 27日（土） 3月例会 会員講師 （延期） TKPスター貸会鏃室四谷

4月 日（土）～ 日（日） 2021年度JAPA展・一般公募展審査 写真展審査委員会・理事他

4月 10日（土）のみ カレンダー作品応募審査未定 JAPA事務所

5月 29日（土） 5月 例 会 カメラ等製品紹介または TKPスター貸会鏃室四谷

作品研究会

6月 26日（土） 6月例会組み写真について TKPスター貸会鏃室四谷

8月 JAPA展・ 一般公募人選者表彰の準備 各理事他

8月 81日Uく） ～ 日本山岳写真協会写真展・一般公募展 東京都美術館 2階第4展示室

9月 8日けく） (9/6休館日）

9月 1日01<)・2日（木） 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 4日（土） 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（予定）） 3階宴会場

10月 2日（土） ～3日（日） 合同撮影会 東海支部主管 開催場所乗鞍岳予定

11月 27日（土） 11月例会作品研究会 TKPスター貸会議室四谷

（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） 各委員会・各支部事業計画案

令和 4年度総会準備作業 （各委員会）

1会員の皆様へ

●新コロナ感染症対策で集会は昼間開催とし、開催日は延期また中止を適時変更します。

◇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載。 （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個性豊かな作品発表の場と

してご活用下さい。協会では助成制度もあります。全紙 12~15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・リモート開催等会報・ホームページに掲載）

◇山岳写真カレンダーの制作 （日本国内の山岳風景に限定 1 3点） 販売（協会展・各支部展•その他）

◇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、 1固展や個人の写真活動紹介。

■当協会は 80年以上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・例会・合同撮影会・協会写真展・選抜展など

のほか協会展祝賀会・総会・新年会等を企画しています。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事業を計画しています。是非ご参加下さい。
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令和3年度 (2021年）写真展関係事業計画

項目 日本山岳写真協会展 一般公募写真展 選抜展

写真展名 H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

「2021ー山・ われらをめぐる世界」 •般公募写真展 「それぞれの山」 Nol8

目 的 写貞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 一層活性化

活性化と発展を目指す 協会発展のため 個人作品発表の場

テーマ 四季の山岳景観富山野の動植物 四季の山岳娯観富山野の動植物 四季の山岳景観（国内のみ）

応募期間 協会展 一 般 公 募 応募日

3月 12日～3月 16日 3月 12日 ～3月 16日 (2020年 11月 3OH済）

審査 月 日～月 日 協会展と同期間 2021年 1月12 H 

展示数 （カラー・モノクロ共） （カラー ・モノクロ共） （カラー ・モノクロ共）

全紙・全倍 270点 全紙約 70点 全紙組み写貞約 12,...__,15組

東京都美術館2階第第 4展示室 日本山岳写真協会展と同会場

展示会場 山岳写真セミナー（都芙講堂） ポートレートギャラリー

セミナー 9月 1日と 9月28 ::T"定 一般公騨入選者表彰式 （東京四谷）

祝賀会 協会写真展祝賀会 9月4日予定 9月 4日

会場 上野精養軒 3階宴会場 上野精養軒 2階会場

展示期間 8月 31日（火）～9月 8（水） 協会展と同期間 2021それぞれの山 Nol8 

休館日 9月 6日（月） 写真展 11月頃予定

備者 ＊会報 1月号に蝉集要項掲載 *1月頃山岳誌 ・写具誌 2・3月 ＊山岳誌 ・写真誌 9月頃掲載

＊山岳誌／写真誌 7・ 8月号 号に募集要項掲載依頼 ＊報道関係に掲載依頼

に掲載依頼 ＊入選者作品雑誌掲載依頼

●カレンダー作品 「日本の名山」 応舅期間 2021年 4月 10日（土）のみ 審奎日 未定

応募要項 会報 2月号に掲載

令和 3年度 (2021年） 日本山岳写真協会 支部展日程表

支部名 写真展テーマ 展示 会 場 展示期間

関西支部展 「山との対話」 京都市京セラ美術館 4月 6日（火） ～4月 11日（日）

本館 2階南回廊西側

「巡回展」夏山フェスタ 6月 5日（土）～ 6月 6日（日）

東海支部展 「山 ・自然との対話」

愛知県美術館 8階 11月 16日（火）～11月 21日（日）

北陸支部展 2021 「山の断章」 宮山県民会館 7月 9日（金）～7月 11日（日）

3階ギャラリー 3階ギャラリー

松本支部展 21'山の便り 」 かんてんぱぱショップ 11月 3日（水） ～11月 7日（日）

松本店

南信支部展 「貌 ・季節の中で」 長野県伊那文化会館 9月 15日（水） ～9月 20日（月）

山梨支部展 「山 ・美しい姿」 山梨県立図書館 11月 23日（火） 11月 28日 (H)

両毛支部展 「山 ・すばらしい自然」 栃木文化会館 6月 3H （木） ～6月 6日（日）
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日本山岳写真協会令和 2年度 (2020年）事業報告

実施日

12/2--2/22 

1/11 

1/11 

1/16 

1/17-1/23 

1/23 

1/24 

1/25 

1/26 

1/26 

1/26 

2/2 

2/20 

3/2.......,5/23 

3/13-3/21 

3/19 

3/26 

4/2 

4/7-4/12 

4/7----4/12 

4/11 

4/16 

事業内容

松本支部展

令和元年会計監査 監事・会計 4名

北陸支部総会 出席者 13名・委任 2名

1月定例理事会 18名

東海支部展「山・自然との対話」

デジタル研究会

山梨支支部総会

南信支部総会

関西支部総会

松本支部総会

6名

出席 7名

出席 15名

出席者 17名 ・委任状 14名

出席者 20名・委任 8名

実施場所

長野市柏与フォトサロン

]APA事務所

富山県民会館

JAPA事務所

富士 フィルムフォトサロン名

古屋

JAPA事務所

山梨県立図書館

南箕輪村大芝荘

ッカモトカメラ会議室

松本市中央公民館

東海支部総会 出席 15名・委任状 5名 名古屋市東生涯学習センター

令和 2年度定期総会 出席者 82名・委任状216名 上野精養軒 2階会議室

新 年 会 会 員 79名・招待者 14名 上野精養軒 3階宴会場

2月定例理事会 17名 ]APA事務所

松本支部長野展 「絶景北アルプス」

JAPA展・ 般公募展作品募集期間

3月定例理事会

3月月例会

デジタル研究会

関西支部展

南信支部 2019移動展

（中止）

（中止）

（中止）

（コロナ感染対応で中止）

（延期）

カレンダー作品応募48名 選考編集フォト伯州

4月定例理事会 （中止）

柏与フォトサロン大門

]APA事務所

JAPA事務所

ハロー貸会議室飯田橋

]APA事務所

京都市京セラ美術館本館

飯田市美術博物館

審査委員会が確認

]APA事務所

4/16---4/22 I選抜展「それぞれの山」全紙 14組展示 （中止） Iポートレートギャラリー

5/5 

5/9 

5/12 

5/17 

5/21 

5/28 

6 初旬

デジタル研究会 栂池自然園撮影会 （中止） 栂池ヒュッテ泊り（中止）

JAPA展・ 一般公募展作品審蒼 審壺委員会（中止） JAPA事務所

応募者]APA展 282名・公募 112名

デジタル研究会 （中止）

2020年JAPA展・公募展・祝賀会中止決定連絡

5月定例理事会 （中止）

5月 月例会 （中止）

JAPA展・公募展応募料と作品返却
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JAPA事務所

大石理事長

ハロー貸会議室飯田橋駅前

JAPA事務所

写真展委員会・会計



6/6 

6/18 

6 

7/2 

7 /2----7 /12 

7 /3,,..._,7/5 

7 /9----7 /12 

7/16 

8/31.......... 9/8 

8/20 

8/22 

9/1 ・ 9/2 

9/5 

9/17 (AM) 

9/17 

9/17,....__,9/22 

9/26--9/27 

10/1---10/22 

10/17 

10/27.......,11/1 

10/28 

両毛支部総会 （中止） I那須大丸温泉ニューおおたか

6月定例理事会 （縮小型理事 7名） ]APA事務所

松本支部松本支部 夏山撮影会（南岳）の計画を中止

7月月例会

山梨支部展 「山・ 美 しい姿」第 14回

北陸支部展 2020「山の断章」

両毛支部展 20ー山・素晴らしい自然

7月定例理事会（責任者出席）

（中止） ハロー貸会議室飯田橋駅前）

(rf:1止） 山梨県立図書館

（中止） 富山県民会館

（中止） 栃木市栃木文化会館

7名 JAPA事務所

「山小屋エイド基金」へ 20 万寄付決定 •7/22 納付 理事会協議で決定

2021年度カレンダー65部納品 フォト信州より

2020日本山岳写真協会展・公募展

一般公募入選者表彰式 ・祝賀会

8月定例理事会（責任者）

デジタル研究会（テレワーク形式）

山岳写真セミナー

般公募人選者表彰式・祝賀会

役員会（役員改選について）

9月定例理事会（責任者）

南信支部展「貌・季節の中で」

合同撮影会「秋の乗鞍岳」

（中止）

（中止）

6名

12名

（中止）

（中止）

7名

7名

（中止）

（中止）

東京都美術館

上野精養軒

JAPA事務所

各自宅より参加

東京都美術館講堂

上野精養軒

JAPA事務所

]APA事務所

辰野美術館

銀嶺荘宿泊

北陸支部「名峰立山靱岳展」 8名（有志展） 全倍 立山自然保護センター

10月定例理事会 19名 ハロー貸会議室神保町

松本支部展 20「山の便り 」 （中止） 松本市美術館

デジタル研究会 （テレワーク形式） 12名 各自宅より参加

11/14 111月定例理事会 16名 ハロー貸会議室神保町

11/17......... 11/23 東海支部創設 40周年記念写真展「山との対話」 愛知県美術館ギャラリーG

11/26 

11/30 

12/1 

12/12 

12/12----13 

12/20 

支部会員 68 点 • 本部特別出展 9 点 ・ 支部選抜 24 点

11月 月例会 （中止） ハロー貸会議室飯田橋駅前

2021年度選抜展 応募作品受付日 JAPA事務所

2022年以降の協会展会場抽選会出席 2名 東京都美術館講堂

定例理事会（支部長出席可） 1 9名 ハロー貸会議室神保町

両毛支部撮影会 草津渋峠 （中止）

合同理事会 （中止）
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令和 2年 (2020年） 会員往来写真展報告

実 施 日 写真展名

11/30,...__.,4/19 鈴木克洋写真展 「奥日光の大判風景写貞展」

1/19,...__.,l/26 第 33回日本写真家連盟展 「四季の彩り 」

I 1/26"-'l/30 東京岳人倶楽部 第 21回山岳作品展

4名

1名

2/20'"'-'3/3 

3/10,..,__,3/15 

3/12"'-'6/11 

山岳写真同人四季写真展 「我が心に映る山」

あすなろ写友会作品展 4名 （中止）

柏木洋 f作品展「My Life」 14名

I 3/12,......,3/18 
I 

ご枝仁也写真展 「私の好きな南アルプス」 （延期）

i 3/20,...,,_,3/26 
I 

曾布川善ー写真展 「富士山～物語との出会い」（延期）

5/1,,...__,5/7 

6/5~6/ll 

6/11 A 9/10 

6/25,,...__,7 /1 

7/24 ~ 7/30 

8/7'"'--'8/13 

8/14'"'--8/20 

四季のいぶき写真展 2名 （延期）

日本自然科学写真協会 「自然を楽しむ科学の眼」（延期）

岡 孝雄写真展 「回想の山 ・谷川岳」 （中止）

写団創美写真展 vデジタルモノクロームの災 5名（中止）

木村 忠尚万夷展 「みちのく四季光彩」

付布川善•ー写呉展 「＇所」：山～物語との出会い 」

四季のいぶき写真展 2名

9/10"-'12/13 岡 孝雄写兵展 「回想の山 ・谷川岳」

! 9/ 18,......,9/23 鎌田則雄写真展 「山 ・厳冬の峰々 」

I 9/18,......,9/23 大島隆義写真展 「刻」（とき）巡回展
I 

l0/2~10/8 I第 33回友山クラプ写真展 「光の世界＊風物詩J 3名

11 /3,......, 11/29 I内田耕作写真展（創立会員） 「山の造形」

11/14,..._, 11/17 二枝仁也写真展 「私の好きな南アルプス」

I 
i 11/6,..._, 12/13 増村多賀司 写真展 「雨のちはれ ．． 」

I 

12/22,..._, 12/27 伊藤哲哉写真展 「seasons～北岳～」
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展示会場

H光自然博物館

東京都美術館 1階第 3展示奎

アートサロン （文京区）

ヒルトピア アートスクエア

松戸市文化ホール

谷川温泉旅館たにがわ

南アルプス市立美術館

富士フォトギャラリー銀座

富 l：フィルムフォトサロン東京

同 上

谷川温泉旅館たにがわ

ポートレートギャラリー

富士フォトギャラリー銀座

同上

I同 ヒ

谷川温泉旅館たにがわ

/¥MS写夷展ギャラリー会場 l

|ri] K 会場 2

富士フォトギャラリー銀座

窟士フィルムフォトサロン東京

J C I Iフォトサロン

南アルプス市立美術館

カフェ風の色（長野県池田町）

Nine Gall 

（港区北背山 2J目）



令和 2年度 (2020年） 出版その他活動報告

● 日本写真協会 (PSJ) 「功労賞」を日本山岳写真協会が受賞した。

表彰式は笹川記念館で 6月 1日の開催予定が感染症で 2021年 6月に延期された。

●津野祐次写真集出版 「雲上浪漫」 信濃毎日新聞社発行 84頁 1500円税別

●木村忠尚写真集出版 「みちのく四季光彩」 74頁 カラーB5版 リーブル出版

（富上フォトギャラリーで同時写真展）アマゾンネット販売可 2700円税別

●山小屋エイド支援金「山と渓谷社」にエイド基金に当協会が 20万円寄付した。

7月理事会で決定（会員約 400名 X500円）として算定。

山と渓谷社よりエイド基金の寄付へのお礼状が届いた。

山と渓谷社では寄付の目標額を大きく超えた 9687万円が寄せられたと報道。

●フォト信）小Iが新刊紹介「世紀を超えて」 上高地牧場から徳澤園へ

希望者はフォト信州で領布可 A5版 1700円税込み 送料 200円

●清水隆雄共著 関東日帰りの山ベスト 100「改訂版」 実業之に本社

A5版 1700円税別

●山と渓谷社の「山と渓谷誌」12月号 (11/15発売）付録のカレンダー掲載写真提供の

依頼があり、 8月中旬に審査委員で選出した 13名の会員の作品から選考した。

●2021年度版 協会カレンダー「日本の名山」応募者 48名 (282点）の内 13点採用

協会展中止のため発行部数は例年より少ない。営業用とし 65部を受領した。

●東海支部創設 40周年記念写真展 創設 40周年記念図録「山自然との対話」発行

会期 2020年 11月 17日（火） ～11月 23日（月）

会場愛知県美術館ギャラーG 愛知芸術文化センター8階 支部員 68点

特別出展（全倍）本部役員 9名、 6支部（各支部選抜 4名で計 24点）合計 33点。

●2021年日本山岳写真協会制作の 「日 本の名山」カレダーを協力山小屋（管理事務所）

旅館等各社に橋本会長の挨拶文を添えフォト信小卜Iに発送を依頼した。11月 18日

●2021年発行カレダーに山岳風景・花風景の作品を会員諸氏が出版社などに提供した。

●福島静雄写真集 出版 「歩き続ける山々」 A4版 158頁 印刷正本（株）イニュニック

●輿水忠比古 写真集出版 「八ヶ岳 空と雲との狭間にて」赤岳・権現岳から
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2021年度東海支部総会報告 支部長佐藤孝也

1月 17日、東海支部の定例総会が開催され、 14名（委任状含む）の支部会員により 2021年度

の事業計画、予算計画が承認されましたので、ここに報告いたします。新型コロナウィルス感染拡

大による緊急事態宣言発令を受け、今回の開催はリモート (Eメールによる質疑応答）で行われま

した。昨年は 40周年記念行事で何かと忙しい 1年でしたが、ほっとする間もなく、今年は合同撮

影会の担当として責任重大であることを支部会員に伝えました。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！ ！支部写真展は昨年に続き、愛知

県美術館にて開催します。また年 2回の定例会の充実を図るため、講師を招いて講習会の開催を計

画しています。

同時に役員の改選が行われ、支部長 ：佐藤孝也、会計：吉田昌樹、事務局：堀秀夫・大島隆義、幹

事：山田育子で運営していきます。また顧問として鎌田則雄前支部長がバックアップしてくれます。

今年度からわたくし佐藤孝也が東海支部長の重責を担うこととなりました。鎌田前支部長同様に、

ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致します。かんたんな自己紹介ですが、 1964年生まれ、

愛知県瀬戸市在住、山岳写真歴は 33年になり、当協会は 2007年に入会しました。

昨年 12 月、登山者も少なくなり静かになった鈴鹿山脈・御池岳を登ってきました。 東海•関西

地方にお住まいでないとご存じないでしょうが、鈴鹿山脈最高峰であり、カルスト地形が見られ、

テーブルランドとも呼ばれている山です。15年ぶりに登った御池岳は冬枯れの味わいある風景で

した。ミラーレスー眼カメラを首に掛け、苔むす谷から稜線へ、アルプスとは違った感覚で、変化

に富む風景に胸躍らせ、何度も足を止めシャッターを切る。本当に楽しい撮影山行でした。これも

山岳写真撮影の立派なスタイルではないでしょうか。

余分な話となってしまいましたが、 2021年は東海支部ー同、一致団結、「仲良く楽しく」をモッ

トーに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、宜しくお願い申し上げます。

本年度の事業計画は以下の通りです。

く東海支部事業計画＞

I 日程 行事予定 場所

1 1月17日（日） 13. 00-1 6: 00 定例総会 リモート（メール総会）

2 5月23日（日） 13:00-1 6. 1 5 
定例会 支部写真展に向け作品候補のアドバイス

講習会• ロカユニバーサルデザイン社の角形フィルターについて
東生涯学習センター

3 6月5日（土）～6日（日） 夏山フェスタ•40周年作品展示とフォトブック販売 ウィンクあいち

9月23日（木）（秋分の日） 定例会 合同撮影会の打合せ
東生涯学習センター6 13:00-16:00 講習会：支部写真展作品発表と講評

7 10月2日（土）～3日（日） 東海支部担当・合同撮影会 北アルプス・乗鞍岳

8 1 1月16日（火）～21日（日） 支部写真展＆JAPA巡回展 愛知県美術館

， 12月中旬 支部撮影会 中央アルプス、千畳敷
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支部だより

令和 3年匿北陵支部総会輻告

事務局矢尾正巳

令和 3年度北陸支部総会を、 1月 16日出席 13名（委任状含む）にて富山県

民会館で開催しました。

総会では令和 2年度の事業報告と収支決算報告がなされ、了承されました。

昨年度の行事としては、春山撮影会、秋山撮影会及び北陸支部展が新型コロ

ナのため中止となりましたが、その中で感染対策を万全にして蒲田川右股への

スノーハイクや、当支部会員を講師に画像編集ソフトセミナーを行いました。

今年度の行事として、春山・秋山撮影会、 7月 9日～11日北陸支部展（富山

県民会館）の開催が決まりました。

特記事項として、令和 5年 (2023年）の北陸支部 30周年に向けて、写真集

発行や富山市と金沢市での記念写真展開催を目指すことも決まりました。

また、今年度は役員の改選年にあたり、 30周年に向けて副支部長を 2名体制

とし、下記のように役員が決定いたしました。

【令和 3年度役員】

支部長：高見源彰、 副支部長：安宅繁正、細川正、 顧 問：村上留雄、

監 事：橋場正夫、 事務局長：矢尾正巳、 事務局員：石川邦生、
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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3年度(2021)「会報」担当予定表～

年 ： ＼ ～～～～：： 巻頭言 表紙写真

2021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

2022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3年度 (2021年） 執行部役割分担 （任期2年）

疇

勝

叩

紅

勇

3

本

井

木

香

橋

川

鈴

花

日

一

川
一

長

一長

長

長

長

会

会

会

会

誉

一会

副

副

副

名
i

理事長 ◎清水 隆雄

副理市長 ◎飯田信義

副理事長 ◎岩本直樹

理事 青 山陽・f

！！ 飯塚光男

lJ 伊藤哲 哉

f！ ◎ 大村粛

II ◎大石高志

II 上ケ平裕彦

If 久保田有信

■監事 （会計・業務監査）： 

会統括・渉外

企画

総 務

写真展

理事会統括・渉外

会 報

総務

理事

＂ 

”
"
11"Jl 

会計 (jK総務） I支部理事

企画（兼写真展） ＂ 
写其展（兼企画） ＂ 
会計（兼企画） ＂ 
写真展（兼会計） ＂ 
IT （旅会報） I) 

総務 " 

市場新太郎・中野慶一

小堀彰

◎鈴木菊雄

関口俊夫

曽布川 善一

瀬戸 口 隆司

町田佐智子

緑川邦雄

◎ 渡 辺 良

佐藤孝也

山ド豊吉

百瀬典明

津野祐次

緑埜公一

福島静雄

高見源彰

◎印は責任者 五十音順

写真展

IT （兼写真展）

写真展

写真展

会計

写真展

写真展

企画

東海支部長

関西支部長

松本支部長

南信支部長

両毛支部長

山梨支部長

北陸支部長

令和 2年 (2020年） 新入会員の紹介・休会・退会その他 令和 2年 1/1,..._,12/31

新入会員欄 退会者 休会者・退会者・物故者

番号 氏名 在住地 番号 氏 名 退会・物故者の計 46 名

1154 山ド大智 長野県伊那市 ！ I 0休会者 2名

1155 酒井基樹
長野県松本市 i I （理事会承認事項・期限 3年｝

311 尾身博之 神奈川県 （休会復帰） 571 近藤博 •751 栗木譲二

長野県北安雲郡

▲ （入会中lk) ●退会者（退会順） 35名

神奈川県相模原市 364保坂 広 ・1061江川聡

群馬県前橋市 1060 堤 志行 •597 若松稔

会費未納 退会者 9名 1057 山本晃生 •649 池田 則if

601梅津敏章・ 1098矢作英夫

入会者計 6名 459 福島延吉 （住所不明） 1034 河地尚志 •617 櫻井信夫

964 加藤栄・ 1072片山蓉 ・1128坂本 登

1071 角井伸一 1122 木下佳幸 •792 田中宏

'1091 松下智昭 997 清野秋雄 • 307 別符晃
i 

1123 黒田昌也 （音伯不通） 610井lヽ．． 雅至． 635丸山智弘

1119 奥村明徳 1084永野正則 ．919大村裕

1130 佐藤征二 842有賀章． ．983伊藤誉

1132 四之宮賢．=-・ 1134鈴島 章嘉 ・1025池田呂史

1146 別府総平 1112 石田綾輔 •832 中山慎吾

883岡田 正志 •749 佐藤高広

●物故者 2名 1059成清陽 ．687唐沢久子

1113 植竹史治 ・ 480 石原直行 •549 勝原行雄

会友 浅石靖 449北原尚
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2021年（令和3年） 日本山岳写真協会（本部）ホームページ・新Webの現況と予定

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

部

部

部

支

部支

支

支

••• 
“, ••••• 
i」
畔
す

：…
．．．．．．．．．． 
疇

．．．
．．．．．．． 

…•
4鱈

協会発行のカレンダー

2021年 1月版

最上行に項目別にリンク

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

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（入会申込書）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

員 専
写真展応募要項や、各種用紙、会報PDFなど
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)表紙写真は協会展が中止のため、 2019-----2017年の作品より選出。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、また閉鎖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（コヒ°ーは日本文）にリンクします。更新していません。

6)協会展募集要項や応募粟(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

別館・ギャラリーの制作と更新、 Facebook膵範、 上ヶ平裕彦（兼務） kami@forest.ocn.ne.jp
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修正版 2021年協 会 ホ ー ム ペ ー ジ 表紙写真予定表 (2019年 2018年写真展作品より）

月 タイトル 場所 作者名

1 風雪の後 谷川岳 ・オキノ耳付近 長谷川由美子

2 八甲田の樹氷と大岳 青森県・八甲田山田茂疱岳 大石高志

3 突然の怪光 熊本県・ミルクロード的石 矢吹雄治郎

4 マチャプチャレの朝 ネパール・ポカラ 土谷尚雄

5 春 尾瀬ヶ原・上田代 鈴木隆志

6 もののけの森 北八ヶ岳・白駒池 新井博幸

7 うねる稜線 南ア・赤石岳 佐藤高広

8 Japa展より

， 初秋の裏剣 北ア・仙人池ヒュッテ 石井和廣

10 秋元湖秋景 福島県・裏磐梯 松野正雄

11 奥穂とうろこ雲 北ア・涸沢 大谷光一郎

12 厳冬の鳥甲山 長野県・秋山郷 渡束勤也

◎12月の鳥甲山について作者より県名変更の連絡があり長野県に修正しました。

2021年の 1月からホームページのトップに掲載する作品です。2020年の写真展中止に伴い、 2019年と

2018年の出展作品より山域・季節・絵柄などを基準に選んでいます。

掲載する記事により順番やスペースが変わることもあります。

ホームページは毎月末から月初めに更新していますので、会員の活躍や写真展などの掲載依頼は 20日頃

までに下記の担当メールにご連絡下さい。

毎月のホームページ更新 担当理事：鈴木菊雄 suzu99@d9.dion.ne.ip 

◎ホームページ別館、会員用、 SNS・ Facebookは上ケ平裕彦理事が担当 kami@forest.ocn.ne.ip 

支部だより

令和 3年麿南信支部総会輻告

事務馬伊東瞳雄

令和 3年南信支部の通常総会は、コロナ禍で 1月21日開催予定でありましたが、感染予防の為

中止になりました。

その代替えとして、総会資料を各会員にメールを送付して、令和 2年の事業、会計報告及び監

査報告、令和 3年の事業計画、予算の確認をして了承が出来れば、承認書に氏名等を記入し、多

数の承認返信結果により承認されました。又役員改選の年でしたが、昨年コロナ禍で全ての事業

が中止、延期になり、例外措置として、今年は全員が留任としました。

令和 3年のおもな事業として、昨年より延期になっていた飯田移動展を 3月30日～ 4月4日、

第26回支部写真展を 9月15~20日に開催が決定しました。10月～ 11月長野移動展行う予定です。

支部撮影会は昨年コロナ禍で中止になり、今年は山域が決まっていませんが、今年は実行できれ

ばと思います。

昨年はコロナ禍の 1年で、山に行く機会が少なく、早く終息することが出来ればと会員一同思っ

ています。
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2021年（令和3年） 日本山岳写真協会協力宿泊施設一覧情報概要

●連絡先は管理事務所また山小屋（冬季営業を確認・感染症予防グッズ持参) 2021年1月現在

I 宿泊施設名 I宿泊料割引I 運絡先 TEL | I 宿泊施設名 I宿泊料割引 I 運絡先 TEL
【北アルプス】 【北アルプス・美ヶ原・八ケ岳など】
燕山荘

゜
0263-32-1535 

ヒュッテ大槍

゜
JI 

町営大天荘

゜ ＂ 大天井ヒュッテ

゜
0263-:35-7200 

槍ヶ岳山荘

゜
JI 

槍沢ロッヂ

゜
026:3-95-2626 

南岳小屋

゜
090-4524-9448 

双六小屋

゜
0577-34-6268 

鏡平山荘

゜
JI 

黒部五郎小舎

゜ ＂ わさび平小屋

゜
JI 

三俣山荘 △ 0263-83-5735 
水晶小屋 △ II 

雲の平山荘 △ 016-876-6001 
湯俣山荘 0263-83-5735 
笠ヶ岳山荘 △ 0578-89-2404 
太郎平小屋 △ 076-482-1917 
薬師沢小屋 △ ” 高天原山荘 △ II 

スゴ乗越小屋 △ ＂ 白馬山荘 ▲ 0261-72-2002 
白馬尻小屋 ▲ JI 

白馬大池山荘 ▲ ＂ 白馬鑓温泉小屋 ▲ II 

栂池ヒュッテ ▲ 0261-83-3136 
五竜山荘 ▲ 0261-72-2002 
キレット小屋 ▲ JI 

村営白馬岳頂上宿毛 ▲ 0261-75-3788 
村営猿倉荘 ▲ ＂ 天狗山荘 ▲ JJ 

冷池山荘 ▲ 0261-22-1263 
種池山荘 ▲ II 

新越山荘 ▲ JI 

針の木小屋 ▲ 0261-22-1584 
ヒュッテ西岳 △ 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 △ 090-1422-8886 
涸沢ヒュッテ △ 090-1 6 10-2244 
涸沢小屋 △ 090-2204-1300 
岳沢小屋

゜
090-2546-2100 

唐松岳頂上山荘 △ 090-5204-7876 

横尾山荘 △ 0263-95-2421 
徳沢ロッヂ △ 0263-95-2526 
徳本峠小屋 △ 090-2767-2545 
穂高岳山荘 △ 0578-82-2150 
西穂山荘 △ 0263-36-7052 
劾澤小屋 △ 076-482-1319 
みくりが池温泉 △ 076-463-1441 
雷鳥沢ヒュッテ △ 076-463-1617 
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 △ 080-5923-5413 
仙人池ヒュッテ △ 090-7080-3218 
乗鞍岳屑の小屋 △ 0263-93-2002 
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 
美ヶ原桜清水コテージ △ 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円程度割引 (JAPA会員オーナー宿）

■参考価格・・宿泊費は1泊2食で9000円～11500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。

■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）

●各山小屋では独自の感染症対策を実施、人数制限
や休業など事前に確認しでご利用ください。

（個室に割引あり

△ }055-288-2421 

△
＿
△
＿
△
-
△
＿
△
 

0266-74-2728 

＂ 0266-73-6673 

＂ 
＂ 

△ Io27s-72-5522 

△ lo269-34-2606 

o＿△ 
0555-84-2075 
0555-84-2216 

△＿△＿△ 

07468-2-0120 
0597-32-2052 
090-1567-0010 

△ I 0897-59-0032 

△＿△ 

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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轟澤 叙 競姦、
轟

ムベージ
協会ホームページに、 2020年度より会員専用ページを設置しています。会報「日本山岳写真協会

ニュース」 のPDFファイル、 JAPA展の作品応募用紙などを掲載していますので、ぜひご利用

ください。

会員専用ページの閲覧には、会員証の裏面（ハガキの住所面）に記載のユーザー名とパスワード

が必要です。各年度で変わりますので、最新年度の会員証をご覧ください。

https:/ /www.japa.server-shared.com/ member/ 

日本山岳写真協会 会員専用ページ

巫 ＞会貝専用ページ
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会報「日本山岳写真協会ニユース」 (PDF)
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「2021年3月デジタル研究会」
=：<<琴：<<琴：<=之：<<<琴:<零琴零:<＜<<<琴:<冬:く<<冬：<<冬：<<琴：

第82回デジタル研究会をテレワーク形式で下記により開催します。

日時 2021年 3月 25日 （木） 19: 00 ~ 20 : 30 

接続確認は 18:00より可能です。

20: 30以降でオンライン懇親会 （希望者参加）を予定しています。

開催方式 Zoom（ズーム）ウェブミーティング

ウェブカメラ付のパソコンまたはスマートフォン、タブレットでご参加ください。

参加方法 ]APAホームページの会員専用

(https://www.japa.server-shared.com/member/）から

前日までに参加をお申込みください。

(2021年度会員証裏面に記載の ID・パスワードが必要です）

テーマ 1.撮影地ガイド 春山 • 5月連休に向けて （川井靖元会員）

2.技術ガイド 実画像を使った RAW現像の作業実況 （上ヶ平裕彦会員）

3．参加各位の作品と情報交換

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

大島隆義写真展

「 宝剣」

期 日 = 2021年4月9日～ 4月 14日

10時～ 17時（最終日 16時）
ノ 場 ＝ 京都 AMS写真館ギャラリー 2云

京都市中京区西ノ京銅馳町 48

展示サイズ ＝ BO・ A 1 ・ A2、計 30点ほど

1 会計よりのお願い - ． 
日本山岳写真協会事務所

令和 3年度の年会費を
未納の方は至急振込んで
下さい。

〒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

(12月号の会報に納付書を同封いた

してあります）
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TEL/F AX.(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 ． 


