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「山 と 写 真 の 遍歴 」
両毛支部吉田正倍

． 

． 

写真に手を付けたのは、電圧波形をブラウ

ン管に出し、これをフィルムに写して波形を

読み取るという学生時代の実験でした。ここ

で撮影、現像、定着、水洗、乾燥と印画紙へ

のプリントの流れを勉強しました。就職した

後も似たような仕事に配属され写真と縁があ

りました。

山は、当時の短い休みを使って夜行列車に

乗り、東北の山を友人と歩きました。私は身

体能力が貧弱なためもっぱら夏の山歩きを楽

しむ程度でした。写真機も持ってゆきました

が自分のアルバムに貼るだけで自己満足して

いました。 しかし、 48歳の時会社の学校に転

勤となり、卒業アルバム用の写真を撮ったり

海外研修旅行やホームスティの引率で外国の

景色に圧倒され撮影したこともあり ました。

有難いことに生徒はもちろん職員にも夏休

みがあって、仕事や家庭の忙しさに紛れて遠

ざかっていた山歩きを再開することができま

した。

会社を定年退職した時に元の上司が「市で

写真教室を開いているから参加したらどうだ」

と勧めてくれました。教室の先生は「フィル

ムはベルビア 50、被写体を決めたら露出は 3

段階、構図は縦横合計 6枚は撮影すること」

と言います。これはやればできるので撮影し

たフィルムをホルダーに挟んで持っていくと、

プロジェクターで映して「00山に行ってき

たことはよーく判った、ところで君はこの写

真で何が言いたいのだね」と言われるのです。

他人に見て頂くということを意識しないで撮

影していた私はこの言葉が忘れられません。

その後母親の世話をするため故郷の群馬に

戻り、高崎の写真愛好会に入れて頂きました。

この会の作品展に涸沢の紅葉の写真を出して

いたのですが、作品展を見に来てくださった

橋本勝会長が、公募展に出してみたらと言っ

で帰ったと当番をしていた友人が言うのです。

日本山岳写真協会や全日本山岳写真協会の写

真展は美しい山の写真が見られるので、前か

ら拝見させていただいていましたが、これら

の写真を撮影される方々は私にとって雲の上

の人と思っていました。 しり込みする私を友

人がせっかく声をかけてくれたのだからと背

中を押してくれた上に私も人生の考え方とし

て「運命の女神に後ろ髪はない」というのを

聞いていたので、恐る恐る公募展に応募し、

何とか入選させていただき、勧めもあって会

員にさせていただき ました。会員になると協

会展に応募する作品を決める必要が生じ、こ

れには協会のデジ研に参加することで応募作

品の方向を見て頂きました。デジ研は私に

とってはレベルが高すぎて理解できないこと

がほとんどでしたが、作品の批評をいただい

た上に、皆さんの写真を見せて頂いたことは

とてもありがたかったです。

言い訳になり ますが最近体力の低下が目立

ち、山歩きも大変になってきましたが、体力

の範囲の中で山に入り、見て頂ける作品を作

る努力をしてゆきたいと思っています。

7月号の予告

表紙関西支部

巻頭言北陸支部
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深翠深磁恋芦 5月定例理事会（担当者会議）議事録 森磁深叙涵磁召

日時令和 3年 5月20日

（協会での対面会議は中止）

司会清水理事長

場所担当理 事 宅

記録清水 （各担当者からの報告）

報告者 飯田・岩本・大石・大村・小堀

鈴木 （菊）・渡辺 7名

日本写真協会賞表彰式

2020年 4月号の会報で紹介した日本写真

協会賞に当会が「功労賞」を受賞した。その

表彰式が 6月 1日 （写真の日）に笹川記念館

（港区三田）で行われる。コロナにより 1年

延期となった表彰式に清水理事長と大石理事

が出席する （橋本会長は体調不良で欠席）。

報告事項

0入退会報告

退会 No714 古畑宏道 （高齢により ）

0総務（岩本副理事長）

一般公募入選者 65名。入会申込書と入会

金受領の報告と、会員証発行等の予定を郵

送した。

0会計（大村理事）

年会費未納者 17名の内、1名の退会を確認

した (No714古畑宏道）未納者の督促につ

いて郵送時期を検討。

協会展制作費未納者 32名 (5月20日現在）

0会報（飯田副理事長）

会報 5月号は 12ページで 5月 10日入稿、

17日に校正を返却。協会展（公募）、選抜

展の審査報告、合同撮影会募集案内等を掲

載。 5月24日発送予定。

0企画（渡辺理事）

救命講習会は参加者が少なく中止とする。

公募表彰式・協会展祝賀会について、上野

精養軒と理事 2名が 5月20日打合せをし

た。（別項参照）

0写真展 （大石理事）

東京都写真美術館より、協力依頼の使用承

認書届く 。「選抜展審査報告」 5月会報掲

載の原稿を提出。

OIT（鈴木菊雄理事）

HPの更新は予定通 り、5月初めに更新作

業した。

***＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

1 協会展・公募展の進捗状況 （大石理事）

0協会展

＊協会展作品のサムネイル画像を受領「富士

フィルム イメー ジングシステムズ（株）」出

展者数 （会員） 251名、 全倍 191点、全紙

60点。 協会展ポスター校正を東京都美術

-3 -

館に提出した。5月 10日一部訂正で承認

された。

*2022年度公募チラシと同時にフォト信州

で印刷。6月に山小屋関係に発送予定。

＊協会展DMを関西美術印刷に発注した。「マ

スク着用」を追加して東京都美術館に校正

を提出予定。

今後の予定として、会員出展者と芳名帳か

らの DMはがき、公募チラシと協会展ポ

スターの発送を写真展委員他で対応する。

0一般公募展 （鈴木菊雄理事）

4月20日に審査結果の通知作業と、入選

者 (65名）に制作費の振り込みを依頼した。

2 選抜展進捗状況 （小堀理事）

会報 5月号で、開催日決定と出展者名を発

表。DMはがきの作品を 5月中に決定し、関

西美術印刷に発注する。制作費の振り込みと、

前回の芳名帳の整理を行う 。

3 一般公募入選者表彰式・祝賀会について

（大石理事 ・渡辺理事）

5月 20日大石理事・渡辺理事が「上野精

養軒」と公募表彰式・祝賀会の 9月4日（土）

開催予定について打ち合わせをした。

公募入選者表彰式は 2階「藤の間」会場で

午後4時～ 6時開催予定。参加者は公募入選

者のほか家族友人など ・協会役員を含め約

50名の参加予定。感染症対応で協会展祝賀

会は中止とした。 6月理事会で決定したい。

4 合同撮影会 （渡辺理事）

東海支部主管の合同撮影会「秋の北アルプ

ス・乗鞍岳」の募集要項を会報 5月号に掲載

する。申し込み期限は 7月 31日までの先着

順とする。

5 2022年版カレンダー （大石理事）

コロナ感染拡大防止対策として昨年度と同

様に、 1次審査を「フォト信州」佐々木氏に

依頼 (4月 15日）。 2次候補を含めて、最終

審査 （リモート ）を写真展審査委員で行い (5

月 11日）、表紙を入れて 13点を選定した。

6 其の他

東海支部の夏山フェスタ （東海支部巡回展・

6月5日～ 6日）は、緊急事態宣言発令によ

り中止。

●次回定例理事会予定 （担当者会議）

令和 3年 6月 17日（木）協会事務所

午後 1時よ り



• 
2020年度日本写真協会賞表彰式

協会・功労賞として

疇響羅疇

2020年日本写真協会賞表彰式
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表 彰状
功労賞

日本山岳写真協会尻と

昭和14年（＃る含成され創立80同年を

迎i1:歴史Jあら写真団体て［公募展、

会員遺板辰、セミナー、地方7支合にていの

長や活動が写真家の育成（源ガんて、いる．

その功牧に対して、：こに 2020年
日本写真協会賞を贈り1す。

202./年6月1日

公益社団法人

闊四緑 宗
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2020年 6月号協会ニュースで紹介された

「日本写真協会賞」の表彰式が、 6月 1日 （写

真の日 ）に笹川記念館 （東京都港区三田）で

午後 5時より開催されました。

昨年の3月31日付で日本写真協会より 2020

年「功労賞」の受賞が決定されましたが、表

彰式は新型コロナの影響で中止になった経緯

があります。ちょうど 1年遅れの表彰式とな

りましたが、当日、橋本会長は体調が優れず、

代理として大石理事と小生が出席しました。

当協会の「功労賞」受賞の理由として「昭

和 14年に結成し、創立 80周年を迎えた写真

団体で、協会展、公募展、選抜展、支部展、

セミナー等、写真家の育成に励んでいること

に対して」とあり、長年の活動が評価されま

した。

式典は、新型コロナ感染拡大防止として、

受賞者および関係者に参加を限定し、祝買会

は行わない等の対策が採られ、受賞のスヒー

チも 2分以内にと限定されました。

宗雪日本写真協会会長の挨拶に続いて、「日

本写真協会賞」の選考委員が紹介されました。

次に各受賞者の作品及び資料をスライドで上

映し、受賞理由の説明がありました。当会は、
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東京都美術館での協会展会場風景、 80周年

記念永年会員表彰、出版物などが紹介された。

宗雪会長から表彰状と賞牌の授与後のス

ピーチでは、 栄誉あるこの賞を励みとして伝

統ある会の発展努力継続等をお礼の言葉とし

ました。良い機会でしたので 70周年と 80周

年の記念誌を用意し、 受賞者と関係者の皆様

に配布させて頂きました。記念撮影を含めて

約 1時間で終了したことを報告します。

（記清水隆雄）

堕労賞
日本山岳写真協会
JAPAN ALPINE PHOTOGRAPHERS ASSOCIATION 

FOUNOE0 1939 

会長 ：橋本勝 HASHIMOTOMasaru 

設立年月8:1939年（昭和14年｝7月

●沿革

1939（昭和14)7月、19名の会員によって寛京山岳写真会として発足．

1947（昭和22)に「日本山岳写真協会」(JAPA)と名称を改める，

2019（令和元）創立80周年を迎える2

現在の会員穀は約470名さ

日本山岳写真協会写真展は1938年（昭和13年）から2019年（令和元）まではほ毎年開信t

2006年（平成18年）よリ2018年（平成30年）まで13年間 皇太子段下（今上天皇）の回作品を

特別出展していただき、5年ごとに皇太子殿下の行啓を賜りました:

日本山岳写真協会写真展は、2013年より棗京都美術館に会湯を移し展示，

●主な出版物

2009 漠山彩嚢 （創立70周年）［写真纂（自費出版）］

2014 漠山彩嶺IIl 

2019 漠山彩嶺m:

1988 f山岳写真のすべてj［実用書（日本カメラ社利）］

1994 ：山岳写頁の完成j

1999 「山岳写真の魅力j

2004 『山岳写真の上達技法］

2009 ［山岳写真の探求j

●主な展覧会

1948（昭和23)~2019（令和元）日本山岳写真協会写真艮

（会湯：日本揖・丸善三越恨座松屋小西六ギャラリー．新宿・小日急本態新宿野村ピル、

冨士フィルムフォトサロン．棗京部芙脩鱈）

受賞理由

わが国の山岳写真の歴史は結構古い。明治38年に「日本近代

登山の父」と呼ばれるウォルター ・ウェストンの勧めで誕生した

山岳会（日本山岳会の前身）があり、 草創期の写真家には高野鷹

蔵（高山蝶の研究者）や辻本満丸、武田久吉 （尾瀬の植物学者）

などがいた。

日本山岳写真協会は昭和14年に、船越好文、風見武秀、穂苅三

寿雄、川崎吉蔵、中野峻陽、柴崎高陽、岡田紅陽、内田耕作、前田

真三ら19名によって結成されてから、令和元年で創立80周年を

迎えた歴史のある写真団体で、会員総敬470名を擁する。

協会展は昭和13年銀座伊東屋で催した第1回展 (CHCカメラ

ハイキングクラブ）以来、東京山岳写真会、日本山岳写真協会展

と名称を代えながらも今日まで営々と継続していることは、

この会の組織が山を愛する人たちで構成されているからに他な

らない。昭和61年には山と写真がお好きな浩宮徳仁親王殿下が

写真展会場に来場され、平成18年からは30年まで毎年、皇太子

殿下が撮影された作品を出品されるなど親愛の姿が見られた。

協会は東京都美術館での公募展のほか会員選抜展、創立会員

塚本閣治、川崎吉蔵、飯島道人3氏の名を冠したTKI賞と風見武

秀賞、羽田栄治賞、 H氏賞などの表彰、山岳写真セミナー等と

地方7支部での活動も活発に催し、写真家の育成にも励んでいる

ことに対して。
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（松本徳彦）



[2021年（令和3年）「協会展」「一般公募」審査報告 ］］
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1. 審査会場：日本山岳写真協会 事務所 （新宿区四谷三栄町）

2. 日 程： 4月3日 （土） 10時～ 16時頃

l) 一般公募作品審査、入選者、入賞者選考 2) 協会展応募作品審査

4月4日 （日） 10時～ 16時頃

l)協会展応募作品審査 （前日の続き） 2) DM、ポスタ ー作品選考

3.審査委員：審査委員長 1.鈴木克洋副会長

審査委員 2．花香副会長 3．清水理事長 4．飯田副理事長 5．大石理事

（審査委員は支部長との合同理事会にて選挙で選出されています。）

審査事務：写真展担当理事

鈴木菊雄理事、曽布川理事、飯塚理事、町田理事、関口理事、緑川理事

4.協会展応募状況 総応募者数 262名 936枚

フィルム： 69名 (26%)225枚

デジタル： 188名 (72%)690枚

フィルム＋デジタル： 5名 (2%)21枚 （フィルム 6枚、デジタル 15枚）

（フィルム応募サイズ）

8 X 10インチ＿ 3枚、 5X 7インチ＿ 4枚、 4X5インチー 22枚

6 X 9センチー 8枚、 6X 8センチー 8枚、 6X7インチ＿ 45枚

6 X 6センチー 31枚、 6X 4. 5センチ＿ 82枚、 35mm-28枚

5. 採用結果 フィルム：採用 68名、不採用 l名

デジタル：採用 178名、不採用 10名

フィルム＋デジタル：採用 5名、不採用 0名

合 計 ：［採用］ 251名、 （全倍： 191名、全紙： 60名） ［不採用］ 11名

6．一般公募審査応募者数 91名 応募点数 390枚

採用者数 65名 不採用 26名

特選 l名、 準特選 2名、 奨励賞 5名、 入選 57名

7.ポスター作品：「輝く岩峰」 川上素司 （北ア・南岳）

8. DM葉書作品 ：「満開の花園」 川瀬正博 （北ア・五色ケ原）

（大石高志記）
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第疇日本山岳写真協会北陸支部展

山の断章2021

写真展案内
第 29回北陸支部展

「山の断章 20 2 I」
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富山県民会館 3階ギャラリ.....-0（入場無料）

2021年7月9ビ（急） ，`911日 （日〉 9:00 ~ 18:0C最終E17:00 

佑岩 ／冨lL県 立U澳部賞兇北巴本新聞社 フジカラー北社

◎富山県民会館 3Fギャラリー D

◎2021年 7月9日（金） ～ 1 1日（日）

（午前 9 時～午後 6 時•最終日 5 時まで）
富山市新総曲輪 4-18

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

青木健次・律子写真展

「感動の山々に感謝を込めて」

● 2021年 6月 10日 （木）～9月9日 （木）

9時～ 20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) 
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「2021 ー山•すばらしい自然」両毛支部展を終えて
両毛支部須田善男

素
睛
ら
し
い
自
然

第 34回両毛支部展を、 6月3日 （木）か

ら6月6日 （日）まで栃木市栃木文化会館に

て開催いたしました。

今回は、感染症対策として入口での検温、

消毒、入場者カードの記入、筆記用具のこ ま

めな消毒等を実施しての開催となりました

が、 4日間で約 500名の方々にご来場いただ

き、多くの皆様に感動の場を提供できたので

はないかと思います。

今回の支部展開催にあたりご支援ご協力を

いただきました、関係者の皆様に厚くお礼申

し上げます。また、川井副会長をは じめ本部

役員の皆様、佐藤東

海支部長や遠方の会

員の皆様にご来場い

ただき厚くお礼申し

上げます。

お陰様で地元新聞

社、テレビ局にも報

道していただき盛況

ンの内に終了すること

ができました。

更に祝電のお心遣

いを賜りました山下

関西支部長、津野南

信支部長には紙面を

お借 りしてお礼申し

上げます。
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第83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

開催方式

参加方法

テーマ

2021年 7月13日 （火）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。

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。

JAPAホームページの会員専用

(h ttps:/ / www.j a pa.server -shared.com/member/） カヽら

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）

1. 撮影地ガイド 夏山撮影に向けて

2. 技術ガイド デジタル時代のフィルターワーク

3. 参加各位の作品と情報交換

1会員各位 I

会員各位の近況をお知らせ下さい。

「会員だより」として掲載させていただきます。小さな写真展などでも結構

です。 また写真展などにこだわらず、出版物の共著などでもいいです。掲載

月は限定出来ませんのでよろしくお願いいたします。

◎原稿は会報担当の飯田まで封書でもメールでもいいですので送って下さい。
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第1:il回テジタル研究会報告
日 時令 和 3年 1月 13日（水）

PM 7 : 00 ~ 8 : 30 

場所 テレワーク形式

(Zoomウェブミーティング）

テーマ

2021年の展望 （登山界、写真界）

①登山界 （川井靖元）

2020年を振り返ると、新型コロナウイル

ス感染拡大が登山界にも影響を受けた。

・4月 7日 特別措置法にもとづく緊急事態

宣言の発出、外出自粛要請

・4月 20日 山岳 4団体より山岳スポーツ

活動の自粛要請の発出、山小屋、スポーツ

クライミング施設の閉鎖

・5月 25日 緊急事態宣言の解除が発出、

山岳 4団体及び日本登山医学会から感染防

止の活動ガイドライン

営業再開した山小屋では、宿泊定員を減ら

したり、部屋設備を改善、安全対策を施した。

しかし、未だに閉店の山小屋もあり、いずれ

も厳しい経営環境に置かれている。

2021年度においても依然厳しい状況が予

想でき、宿泊料金の値上げも見込まれる。山

岳地の行動も、三密回避、マスク着用、ソー

シャルデイスタンス確保、少人数登山、体調

不良時は登山取り止め、下山後の集会禁止、

山小屋は宿泊予約が必要、山小屋によっては

シュラフなどの持込みも必要になる。

②写真界 （上ヶ平裕彦）

ギャラリーや美術館での写真展は、新型コ

ロナ感染防止策から、開催機会を大きく減ら

している。

また、外出自粛の動きから旅行やイベント

での撮影需要が落ち込み、カメラ製品の売り

上げも落ち込んだ。カメラ映像機器工業会

(CIPA)の統計によると、世界全体における

デジタルカメラの出荷合計台数は、 2019年

が 1486万 2千台。対して 2020年は 873万6
千台となり、前年比 58.8%もの減少となった。

新製品も数少ない発表となったが、キャノ

ンEOS-R5・ R6やニコン Z5・ Z6]I．Z7]I 
などのミラーレス機が 2020年は注目された。

2021年もミラーレス機と対応レンズの充実

が期待されるが、新型コロナ以外にも不安要

素がある。世界的な半導体需要の高まりと生

産メーカーの工場火災から、半導体部品の枯

渇が危惧されている。

毎年 2~3月に開催されていた展示会 CP+

も2020年は中止となったが、 2021年はオン

ライン開催が予定されている。会場で直接見

て触っての体験はできないが、場所に縛られ

ず日本や世界の各地から距離を越えて参加で

きることは、大きなメリットになるだろう 。

出席者：安西良矩、大村粛、川井靖元、

川瀬正博、岸岡正比古、鈴木菊雄、

藤田福徳、道健一、矢尾正巳、吉田正信、

脇屋義信、上ヶ平裕彦 （記）、計 12名

第82回デジタル研究会
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第1:t'J回テジタル研究会報告
日時令和 3年 3月 25日（木） （1)気になること （バランス、邪魔物など）

PM7 : 00 ~ 8 : 30 をチェ ックする。

場所 テレワーク形式 (2)「自動補正」を実施→自動任せでどんな

(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・春山 ・5月連休に向けて

（川井靖元）

パワーポイントに よるスライドショーを用

いて、 4~5月の撮影適地を説明。春花咲く

高尾山から 6点、早春の尾瀬から 5点、北ア

ルプス立山から 7点と、合計 18点の作品が

紹介された。高尾山は非日常性に頼ることが

難しい場所であり、作家の真の力量が試され

る。尾瀬は、雪解けと水の表情から魅力を伝

える絶好の時期である。立山は、残雪とライ

チョウなど山岳景観ならではの作品づくりを

できるが、今年も感染防止策から県境を越え

る訪問は難しいかも知れない。

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）

川井靖元会員から 3点の撮影作品 RAW

ファイルを提供いただき、研究会の 30分間

ほどの時間内で RAW現像ソフトによる画像

仕上げ作業を試みた。照り返しで強い明暗差

を持った雪庇と稜線、ハイマツと雪面に逆光

の枯れ木、逆光の桜越しに見る晴天順光の富

士山など、どれも仕上げが厳しい撮影画像

だった。RAW現像ソフトはAdobeLightroom 

Classicを用い、作業の大まかな流れは次の

通りである。

ものになるのか傾向を覚えておく 。

(3)必要な場合は構図調整 （トリミング）

(4) 「自動補正」の解除

(5)画像全体を見て「露光量」「色温度」「色

かぶり補正」を調整。

(6)部分的な「露光量」補正 （覆い焼きやハー

フNDのような効果）

(7)「ハイライト」「シャドウ」「白レベル」「黒

レベル」で階調性の調整。

(8)その他調整「明瞭度」「かすみの除去」「彩

度」など。

(9)ゴミ取りスポット修正「コピースタンプ」

など。

以上のうち、最も大切なのは①で、ゴールと

なるイメージを頭に描き目標を定めることと

思われる。

③作品研究と情報交換

今回も、 Zoomの画面機能を用いて、参加

者から 6名の方に最近の撮影作品を発表いた

だいた。

コロナ禍以前の研究会や例会は、地の利の

制約で首都圏在住の方が主体だったが、テレ

ワーク形態により日本全国の会員諸氏との勉

強を直接進められるようになったのは、大き

な進歩であろう 。テレワーク形態に慣れる

方々が増えるにつれ、例会も日本全国で直接

つながる場となることを期待したい。

出席者：安西良矩、大村粛、奥谷晶、

川井靖元、川瀬正博、岸岡正比古、久野巌、

鈴木菊雄、関口俊夫、瀬山夏彦、道健一、

矢尾正巳、吉田正信、上ヶ平裕彦 （記）、

計 14名

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

会報の原稿は飯田宅へ

協会の事務所には常駐していません。郵便

物等のものが担当役員の手許に届くのが遅れ

てしまいます。
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0005 草加市中根3-29-35)まで

送ってください。メール可。



2021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。

1 0月上旬ならば、 2500m付近で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： 10月2日（土）宿泊～ 3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 2日16:00集合（受付）

* 18: 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やKANIフィルタ一体験など予定

＊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 携帯電話 090-2944-1589
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 45分
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世界の名峰撮影トレ ッキング

デナリ本峰とデナリ国立公園
川井靖元

カ
ヒ
ル
ト
ナ
氷
河
よ
リ
テ
ナ
リ
峰
南
壁

まえがき

極北の巨峰マッキンレー （デナリ ）を眼前

で撮るという長年の夢を実現しようと 2年ほ

ど前から準備を進めた。長年の友人であり、

工ベレスト、デナリの登山家であり日本山岳

会 (JAC)役員の大蔵喜富氏に相談し、指導

をうけた。今迄数多くの著名な登山家が遭難

をしているデナリをトレ ッキングするにはア

ラスカ国立公園局の許可が必要である。自然

保護の点からの指導ルールに従うこと、登攀

にはしかるべきガイド付きで行動すること、

氷河上を登ることが多いのでユマーリング

（ザイルで結ばれて）で 2人以上で登る、ヒ

マラヤのようなポーター等を雇うことができ

ない。登山基地となる BCへは山麓の町タル

キートナからエアータクシー （小型飛行機）

により入山するが、装備食料はすべてそのラ

ンデングポイントまで運んでもらえること、

氷河上はソリを引いて移動することが判っ

た。山の名称については 2015年に正式にデ

ナリに統一されている。また大蔵喜富氏はデ

ナリの気象観測研究で 2000年に秩父宮ス

ポーツ科学賞を受賞している。

人山スケジュール

デナリヘの入山は当会会員である金起換氏

とザイルコンビを組み、天候が一番安定する

6月上旬、大蔵喜富デナリ 登山隊が入山する

時期に合わせた。山麓の町タルキートナから

エアタクシーで登山基地であるカヒルトナ氷

河のランデングポイントまで飛び、近くにあ

るBCに設営、さらに第一 CS迄を大蔵隊と

行動を共にすることとなった。それ以後の行

動はわれわれ単独の自責となった。（州法の

許可では我々の山行はバックパッカー扱）

本峰の氷河トレッキングを終了後は、日本

からの女性同行者 2名を加え、デナリ国立公

園内には入り、国立公園駅から約 60km離れ

たカンテシュナロードハウスに 3泊し、ハウ

スの主催するアクテイビティにも参加。 した

がってアラスカの滞在予定日数は計 15日間

になった。

アラスカ国立公園局の許可申請の折衝、予

約困難な公園内ロッジハウス、アンカレッジ、

タルキートナ、デナリ国立公園駅のホテルの

予約はすべて現地のエ ー ジェン トHAI

Sirokuma Toursに依頼した。公園内の宿泊

施設は 2軒しかなく予約条件が厳しく原則 3

連泊で日程が限定で費用は非常に高い。我々

が泊まったカンティシュナロードハウスは月

火水 3連泊で 1人 1500＄である。

上記条件で 2人で氷河トレ ッキングをする
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荷物は自前で揃えたため重量はテント

設営装備、登行装備、 4日分の食料、

撮影機材は二人で合計で 60kgになっ

た。今迄の海外トレ ッキングはヨー

ロッパアルプスを除くと通常旅行ツ

アー会社に一式依頼していたが、今回

はすべて独自で準備、折衝したため、

予想外に時間と手間がかかった。

タルキートナでの入山準備

人口 800人の小さな町は、シーズン

のみデナリの登山基地として世界中か

ら人が集まる。町中にある公園局のオ

フィスで入山の手続きをして、自然保

護上の指導を受け、入山料を支払い、

うんちボックス (CMC)を拝借して無

事終了。超有名な植村直巳氏など多く

の登山家がこの町から旅立たれて、帰らぬ人

となったが、我々は安全登山を誓ってエアー

タクシーのミニ飛行場に向かった。

タルキートナのフライトシーイング （遊覧

飛行）はアラスカ唯一の景観が見られる事で

有名であると聞く 。BCへのフライトは翌日

なので、前日夕方天候もよいので事前学習の

ため、デナリ峰を一周するルートを選び金氏

と搭乗した。飛行高度 6000mあたりを飛び

デナリを見下ろすコースを巡航、ルース氷河

上に も着陸、撮れた作品を後から見ると意外

とよ い撮影記録であった。

カヒルトナ氷河BC

我々が3日間滞在した BCはエアタクシー

のランデイングポイントの横にあり南側にハ

昌t．マッキンリー（和ナ^リ）
(61匹 ） ルース氷河

▲ 
紐玲

加

・ヽ
ィウ

...Jール＼エィ
ヽ

リーク

ンター峰、北側にフランシス峰に挟まれたカ

ヒルトナ氷河の平坦かつ広大な大氷原上にあ

る。この広い BCを実質取り仕切っているの

は若い 30代？のヤンキー娘で、テントの設

営場所やエアータクシーの手配等は彼女の指

示で動いている。到着日は晴天に恵まれ夕方

正面のハンター峰と氷河上方は茜色に染まり

美しかった。日中は 25℃以上に上がり暑く、

夜間は 5℃以下に下がり気温差が激しい。日

本の北アルプスの 5月の春山と同じである。

食事は日本から持参した食材とタルキートナ

で購入したハム等で料理、済ませた。

BCから上の第 1キャンプヘは大蔵登攀隊

の中で行動、金氏とユマーリングしながらス

→ v’疇， 気、9’

｀ き嘔：：9:：； 

デ
ナ
リ
峰
北
面

（
エ
ア
タ
ク
シ
ー
よ
り
）
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ノーシュウで登る。しかし広大な氷河は眺望

に変化がなく全く面白味がない。天候もガス

がかか り悪化してきたので、途中で登山隊と

別れ二人はBCに戻る。

翌日は晴天に恵 まれBC近くの岩峰に接

近、 大ク レバス、ヒドンクレバスに注意しな

がら散策する。岩峰の縁には巨大な溝やク レ

バスが発達していて極めて注意が必要である

が撮影ポイント でもあった。フランシス峰ヘ

北方向に 500mほど登るとデナリ峰の南壁雄

姿が現れ感激した。しかし足元から先は幾重

もの大クレバスが連な りザイルが必要で前に

は行けなくなった。悪天候が予測されたので

1日早く午後の便でタルキートナヘ下山した。

デナリ国立公園でのアクテイビティ

アンカレ ッジヘ戻り 2人の後発婦人部隊と

合流、再びレンタカ ーでデナリ国立公園に向

かう 。世界中からデナリヘ来る旅行者の多く

は、通常アンカレ ッジからアラスカ鉄道の豪

華列車に乗り，約 7時間かけてデナリ国立公

園駅で下車する。駅周辺のホテル、ロッジに

宿泊滞在し、公園入口から出る公園シャトル

バスに乗り 1日がかりで巡る。又は途中のバ

ス駅から出るローカルバスに乗り換えるなど

して、ハイキング、アニマ）レ ／バードウオッチ

ング、ラフティング、キャンピングなどのアク
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左下：晴天のワンダーレイク

上：国立公園内のグリズリー親子

テイビティを楽しむ。しかしこのような行動

パターンでは写真が撮れないので、公園口か

らシャトルバスで 5時間乗 り、デナリ峰から

一番近い国立公園最深部のカンティシュナー

ロードハウスに 3泊滞在した。このハウスで

もデナリレインジャープログラムのアクティ

ビティが用意されていたが、写真を撮るため

にデナリ最奥の森林 ・湖沼トレイルハイキン

グに徹した。カンテイシュナーの森林ロード、

ワンダーレイク周辺は撮影ポイントが多数あ

る。公園内を移動中グリズリーベア、ホクキョ

クジリス、カリブー （トナカイ）、ドールシープ

（おおつの羊）は比較的容易に見られる。

デナリの魅力

北アメリカ大陸の北端にあるデナリ の夏は日

照時間が長く天候が安定する期間があり、ヒ

マラヤやアンデスにはないスケールが大き く

人間を寄せ付けない素晴らしい自然がある。

デナリ国立公園ではヨセミテ国立公園と同じ

よう に人間は自然にとって侵入者であるとい

う考え方を基本に、人間が入り込むことに

よって自然が破壊されることがない様、数多

くの厳しい規則が制定され、入園者には様々

な義務がある。デナリの壮大な自然を満喫し

ようとする者はすべてこの規則を遵守するこ

とによって貴重な大自然のドラマを、存分に

肌で感じることができると言っている。

今回は一番好天が望める春の 6月上旬に入

山したが、素晴らしい高山植物が咲き乱れる

シーズンには約ーか月早い。話題性豊かな美

しい広大な草紅葉は秋の 9中旬下旬だそう

で、大雪山の秋に近い環境かと思われる。再

度この山に入ることが出来るのなら、このど

ちらかの時期に入ってみたい。



尾身 博之 写真展

「8本の文学を旅する」

厄グが之。

フォ fエッと一展

みなとみらいギャラリ ーB

2021年8月3日（火）～ 9日（月）
11 : 00~18 : 00 

（初日は 3?．： 00から。伝終臼は 17:()()ょで）
く：入瑳無料＞≫

f平家物紐ji維盛入＊1よ'’

0日時＝ 2021年 8月3日 （火）～9日（月） 11時～ 18時

〇会場＝みなとみらいギャラリー B

横浜市西区みなとみらい 2-3-5

クイーンズスクエア横浜（クイーンモール 2F)
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表紙の言葉嶋幽勘闊攀幽嶋麟祟

「明けゆく稜線」
東海支部堀秀 夫

鹿島槍ヶ岳の朝焼けを狙ったものの、劇的

な焼け方はなし。鹿島槍ヶ岳が朝露に包まれ

る中、陽が昇るにつれて稜線にも光が回り込

んできて穏やかに時間が経過していきました。

会員往来

|メールアドレス訂正 I

No.990 石 井和廣

（撮影 7月）

メールアドレス訂正 ishikazOO@ybb.ne.jp 

前月の掲載アドレスで kazの次は 00（オー

オー） でなく 00（ゼロゼロ ）です。訂正

して下さい。

亘亘］
No.714 古畑宏道

No.574 佐藤有秀

No.960 大谷寄史
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（ 株 ） 白 馬 館 よ り

弊社では白馬山荘、五竜山荘、大池山荘、

キレット小屋、栂池ヒュッテ、白馬尻小屋、

鑓温泉小屋の運営をしております。（今年

は白馬尻小屋と鑓温泉小屋は営業をいたし

ません）

現在、会員証提示の特典として各山小屋

の営業期間中、宿泊料金を 500円引きとさ

せていただいておりますが、適用除外日に

変更がありますので、ご連絡いたします。

変更前：割引適用除外日 栂池ヒュッテ

土曜日と休前日

変更後：割引適用除外日 栂池ヒュ ッテ

土曜日と 7122, 7123, 9/19 

変更となりますので会員の方は御注意下さい。

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

ヽ •~ ． 


