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「忍野の霧 氷」 大森大一会員撮影

総会開催のお知らせ

日 時令和 4年 2月6日（日）

・総会 13 : 00 ~ 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総会後の新年会は中止といたしました。



巻頭言 ． 
「星景写真に向き合う」

． 

星景写真とは、星空と地上風景を同一画面

に収めた風景写真のことを言います。

私が星景写真を始めたのは 2012年頃です。

山小屋で見上げた吸い込まれそうな満天の星

空に感動し、山での星景写真を撮り始めたの

が最初です。

それから 10年も経っていませんが、その

間の技術革新は目覚しいものがあり、今では

スマホでも簡単に星空の写真が撮れてし まう

時代になりました。

山小屋でも、夜晴れていれば多くの人が外

に出て写真を撮っているのを見かけるように

なり、星景写真の裾野の広がりを実感できる

ようになりました。

それは素晴らしいことであり、私が協会展

で毎年星景写真を出展している一つの理由と

して、星景写真の啓蒙をしたいという気持ち

があり ます。

今後も技術革新によって、初心者でも簡単

にクオリティの高い星景写真が撮れる時代が

来ると予想されます。

このような状況を踏まえて、今後どのよう

な星景写真を目指していくべきかを考察しま

す。

星景写真は、星空と地上風景の融合写真で

あり、 1+ 1が 3にも 4にもなる素晴らしい

写真ですが、星空と地上風景が両方とも高い

次元での美しさを追求しないと、鑑賞者の琴

線に触れるような素晴らしい写真にはなりま

せん。

そのためには撮影意図を明らかにし、それ

を具現化する撮影計画が重要で、どの星座（銀

河）とどの山を組み合わせるか？前景はどう

関口俊夫 ． 
するか？どの程度の月明かりが必要か？レン

ズの焦点距離は？露出時間は？ ISO感度は？

撮影場所は？撮影日時は？といった撮影計画

立案の段階からすでに写真撮影は始まってい

ます。

明るい月光下での撮影の場合は別ですが、

通常は夜間の撮影であるがゆえに星を点で撮

ろうとした場合、露出時間も限られるために

どうしても露出不足になりがちで、高い ISO

感度や低輝度により色カブリも起きやすく、

これらの処理のためにある程度のレタッチソ

フトによる修正は必須になります。

最近はミラーレスカメラ等の撮影道具だけ

ではなく Photoshopに代表されるレタ ッチ

ソフトも充実してきており、後工程での処理

が簡単にできるようになりました。

星景写真は科学写真ではなく芸術写真であ

るため、必ずしも真実通りの加工である必要

はありませんが、行き過ぎた加工、不自然な

加工になると独りよがりな写真になるリスク

があり、特にレタッチソフトの操作に慣れて

くると陥りやすくなります。

そのような写真にならないように写真を見

る目、被写体を見る目といった感性が重要に

なり、今後どのようにカメラやレンズ、レタ ッ

チソフト等の道具が進化していっても、最終

的にこれらを使いこなすのは人間である以

上、感性を磨くための研鑽が必要であること

は今も昔も、そして今後も変わらないと思い

ます。

私も年齢を重ね、重い機材を担いで山に登

るのが段々きつくなってきましたが、体力の

続く限り山に登り、同時に最新の機材やレ

タッチソフトの使い方、そして感性を磨く勉

強など、 普段の生活の中での努力 を続けて、

今後も星景写真と向き合っていきたいと考え

ております。

1月号の予告

表紙松本支部

巻頭言 会長、支部長のあいさつ
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令和 4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。

記

日 時 令和 4年 2月 6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圏 4番58号 03-3821-2181 

議 案 令和 3年度事業報告・決算報告

令和 4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 1月 10日までに到藩する様

投函して下さい。なお欠席の方は委任状に記入して返信して下さい。

11月理事会議事録

日 時令和 3年 11月20日 （土）

午後 1時 15分～ 4時

場 所 TKPスター貸会議室

3階第2会議室

出席者青 山・飯塚 ・伊藤・岩本・大石

大村 ・清水・鈴木 （菊）

報告事項

0入退会報告

所属変更

関ロ・曽布川・緑川

川井 ・鈴木 （克）・花香 14名

〈司会〉清水 〈記録〉岩本

173 富田治夫 関西支部→本部

2022年 1月より

571 近 藤 博 現 在 休 会 中→関西支部

2022年 1月より

逝去

166 見角 隆興 11月8日逝去

高見支部長から報告

後援依頼

890 太田秀男 フォトクラブ光影写真展

令和 4年 1月 5日～ 1月 12日

長野県 「駒ケ根市立博物館」

以上所属変更と後援申請を承認した。

0総務（岩本副理事長） 令和 4年度定期総

会 (2月6日）の出欠連絡葉書を準備して 12

月会報に同封する。新年会も同様とする。
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0会計 （大村理事） 令和 3年度決算報告・

令和4年度予算案は議題のなかで報告する。

0会報 （飯田副理事長欠席） 特に報告はな

し。

0企画 （渡辺理事欠席） 11月27日 例会に

ついて別途報告

0写真展 （大石理事） 東京都美術館の現館長

が退任し、新たに高橋新館長が就任した。

選抜展が 11月11日～ 11月17日まで 12名

が全紙 36点を展示した写真展が無事終了

した。入場者数は約 500名（内会員 170名。）

東京新聞に選抜展案内記事が掲載された。

（会場に掲示した）

OIT （鈴木理事） Hpの更新は月末に作業

し12月初旬に更新作業している。

2022年公募展のパンフを主要なギャラ

リーや支郁展用に送付した。

12月かけて雑誌各社に一般公募の募集案

内をお願いしたい。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

1 令和 3年度決算 （中間報告）（大村理事）

今年の一般会計決算報告・写真展会計報告・

選抜展 (11月 17日展示終了）・授賞基金 ・

事業会計などの中間決算について項目ごとに

報告した。

2 令和 4年度 予算案報告 （大村理事）

来年度の一般会計決算報告・写真展会計報



告 ・選抜展 ・授賞基金、事業会計予算などに

ついては 2020年の写真展が中止となり、

2019年度を参考に予算組したと報告した。

3 退任理事の後任について （清水理事長）

010月理事会で （担当者会議）で久保田理事、

渡辺理事の退任を承認したのを受け、後任

に瀬戸口理事を会計兼総務担当に、大村理

事を企画兼会計担当、町田理事が写真展担

当から外れ総務担当になることが了承され

た。大村理事を企画担当責任者に、青山理

事を会計担当責任者にお願いした。

業務改善の提案が理事長から示され、総務

担当から「住所ラベルの印刷済」を直接配

送業者に送付することが了承された。

4 12月合同理事会開催と議題

（清水理事長）

合同理事会は 12月 18日 （土）午後 1時か

ら「TKPスター貸会議室四谷」で開催する。

各支部長には開催することを理事長から通

知する。議題として 2022年度の行事、セミ

ナー合同撮影会などを協議する。

5 令和 4年度の事業日程について

（清水理事長）

0定例理事会 令和 4年度の定例理事会は、

各月の第 3土曜日 午後 1時～ 「TKPス

ター 貸会議室四谷」 3階第 2会議室で開

催予定。

0定期総会・新年会 2月6日午後 1時から

定期総会 午後 4時から新年会開催を予定

会場は検討中。

0 2022日本山岳写真協会展・一般公募展 (9 

月 9日 （金）～ 9月 17日 （土）休館日なし

東京都美術館公募展示室 2階第 1展示室

0 2022日本山岳写真協会展 祝賀会 ・一般

公募入選者表彰式 9月に開催を予定。

0例会年4回開催予定 (3・ 5 ・ 6 ・ 11月）

第 4土曜日午後 1時からの予定

6 優良三賞の記念メタル制作について

（大石理事）

三賞のメタ ル制作会社が工場閉鎖するとの

ことで、 10年分の 30個の製作費 445000円

を予算計上し、注文することが了承された。

7 11月例会について （担当渡辺理事）

11月27日（土）「TKPスター貸会議室四谷」

3階第 1会議室午後 1時から

テーマは会員作品研究会と講評 A4また

フイルムは六切プリントにして持参。20名ま

で参加。講師は鈴木写真展審査委員長を予定。

8 業務の作業負荷改善について

0各業務負荷改善案 ① 
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「同報メ ール活用」については、現行の対応

が相応であるとして、全会一致で否決された。

0事務作業改善案 ② 

「会員管理の仕組み (IT)の導入」につい

ては、初期投資 33万 5千円、ランニングコ

スト 24万円の多額の経費を掛けて、それに

見合う成果は見通せない。また、情報の一元

化による「会員管理システム」構築の情報提

供にあったては、慎重にならざるを得ない等

の理由から全会一致で否決された。

協会メール (japa@ocn)への着信は、 japa

理事共有メールヘの転送を中止して、理事長

メール (tshimizu39@comet.ocn.ne.jp)へ転

送するように変更する。

9 協会 HPでの （出展作品）掲載について

著作権は第一に尊重されなければならない

作者の基本的な権利であり、写真展作業のた

めに作成する画像は、作品募集の際に示した

DMはがき、ポスター、 HPなどの最小限度

で使用させて頂いているものである。直近の

写真展出展作品の HPへの画像の掲載は、次

期写真展までの 1年間のみとすることを全会

一致で決定した。

現在HPに掲載している 2019年以前のアー

カイブを含め、協会展、公募展、選抜展の作品

は直ちに削除することにした。また、これ等

のデーターを当協会のシステム以外に、個々

の役員が所持している場合も、著作権保護の

上から直ちに削除することが了承された。

10 協会カレンダー応募要項見直しについて

「日本の名山」の協会カレンダーの作品応

募要項には山域が限定されているので、広げ

てほしいとの要望がでている。2023年版か

ら応募規定内容を見直すこととした。

カレンダーは販売目的で制作しているので

人気のある山に偏ることも理解してほしい。

1 1 その他

0協会展期間中の会場当番の負担軽減につい

ても意見交換した。

0創立 85周年まであと 2年余りとなり周年

事業計画の準備について来年度から理事会

で検討することにした。

●次回理事会 12月 11日 （土）

午後 1時から「TKPスター貸会議室四谷」

3階第 2会議室

●合同理事会 12月 18日 （土）

午後 1時から「TKPスター貸会議室四谷」

3階第 2会議室



2022年（令和 4年）
“象鉱貶絃麟餘～ 羞彎

8本山岳び真協会 No.19選抜展作品募集
凶<--.，•涵碑疇炎：響恥霰疇疫 ．書蒻蓋鷺薯彎

開催の趣旨 ●創作意欲ある会員の作品発表の場とし、単写真から組写真へ、ステップアップを目的とします。

会員皆様の創作意欲あふれる作品を応募して頂けるようお願いします。

応募の資格 ●全会員（ベテラン も新 しく入会 した会員も すべての会員が対象です）

主 催 ●日本山岳写真協会

期 日 ●2022年 11月～12月を予定（写真展会場側が決定）

テ ー マ ●山と関わ りのある組写真ないし連作写真。日本の山でカラー及びモノクロ作品。

共通テーマは 『それぞれの山』 とします。

応募先 ●〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町 15番 4号第一原嶋ビル 502号室

締 切 ●2022年 1月 23日（日曜日）午前中必着（時間指定）

（選抜展と明記、宅配便でお願いします）

応募点数 ●2~4点の作品 として構成できる組写真ないし連作写真

●応募組数は 2作品まで可とし、 1作品に付 2点までの予備を認め ます。

出 展 人数●12~15名

応 募要 綱 ●テーマ （タ イトル）は一点一点ではな く組写真 としてつけ るもの とし、 150字位の

キャプションを合わせて提出する。

●ポジフ ィルムは厚紙等で保護 し、 一点ご とに応募票を付ける。

●デジタルは、過度の修正をしないもので、 全紙プリントが可能な作品とする。応募は

六切～A4プリント限定（自家プリント 可）

応募票を裏に貼 り付けプリントと同一のデータ (JPEGまたは TIFF/8bit。TIFF/8bitが推奨）

の CDまたは DVD(DVDが推奨）を付ける。応募されたプリントで審査するため、プリン

トの完成度によっても左右されるので要注意。

●応募料は無料、

●応募作品はフィルムのみ返却（デジタル応募作品は返却無）

審 査 ●写真展審査委員会

出展者の決定は 5月号会報に掲載を予定、会場および開催期日が決定してからとなります。

作 品 ●作品展示は全紙 2点～4点で構成

グロッシープリント、マットパネル貼り、キャプションは A4版にて展示。

費 用 ●検討中（概ね 1枚当たり 17,000円前後を予定）

そ の 他 ●出展者には出来る限り、実務で協力をお願いします。

●出展者の意志は尊重しますが、作品構成等は実行委員会に一任とします。

選抜展実行委員会委員長：大石高志携帯： 090-8316-9275 ooishitk@kg8.so-net.ne.jp 

事務局：関口俊夫携帯： 080-5386-7521 sekiguchi@bd5.so-net.ne.jp 
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．． ニ・ニ・.こ．：：：．． 
第18回選抜展「それぞれの山」

11月 11日 （木）～ 17日 （水） まで、第

18回選抜展「それぞれの山」が開催されま

した。写真展会場は JR中央線四ツ谷駅から

徒歩 3分のポー トレートギャラリーです。昨

年 4月開催予定でしたが、コロナの影響で今

回の開催となり ました。出展者は 12名、そ

れぞれ 3点の組み写真の展示となり ました。

首都圏だけではなく 、鳥取、福井、兵庫、長

野と広範囲の地域から出展していただき まし

た。撮影地は、尾瀬、八ヶ岳などの身近な地

域から 、北アルプスの上の廊下まで、バラエ

ティーに富んでい ました。季節は、春から冬

まで四季それぞれです。会期を通して、合計

で約 500名の方々にご来場を頂きました。10

名ぐらいのハイキングクラブの方がご来場し

て、質問をしたり、感想を述べたり、とても

賑やかな時もありました。

ポートレートギャラリーは、さすが一流の

ギャラリーで、照明も素晴らしく落ち着いた

雰囲気のギャラリーです。その中で直接来場

者に質問していただいたり、感想を言ってい

ただいたりと、と ても充実した 7日間でした。

選抜展は、もともと会員の研鑽の場、撮影

技術上達の場として始められました。組み写

真にすることで、 より深 く自分の意図を表現

することが出来ます。
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次回は、来年 1月末締め切り 、11月ごろ

開催の予定です。是非次回も多くの会員の方

に応募していただき 、充実した写真展になっ

て欲しいと思います。

最後に、ポート レートギャラリーを運営す

る日本写真文化協会、後援の「山と湊谷社」、

写真を掲載して紹介していただいた東京新聞

社に深く感謝申し上げます。

尚、感染防止対策として、ご来場者には、

受付で体温測定。芳名録は、協会展と同様に

1名 1葉の記載票に、専用のテ ーブルにて記

載していただきました。記載用のボールペン

は使用時毎に消毒をしました。当協会会員の

受付担当者は毎日 、体温測定をして、体温を

記録用紙に記載して、会場事務所に報告をし

ました。 （記緑川邦雄）



『山・自然どの封話』

東海支部 ・写真展開催報告 事務局：堀秀夫

1 1月 16日～ 21日の日程で東海支部定例写真展が名古屋市の愛知県美術館ギャラリーに

て開催致しました。

昨年は東海支部 40周年記念として作品展示数 90点に及ぶ大展覧会でした。今年は 1/3

に縮小して 32点の展示ではありましたが、芸術の聖地、愛知県美術館での開催は変わらず、

新たな山岳写真の世界を創造するという決意を誓った支部会員の渾身の作品をずらり並べまし

た。このところ支部員数が減少している中、今年の公募で入選された 2名が新たに支部員に加

わり作品を出展しました。 さらに支部員の増加を願い東海地方在住の公募入選者の作品をお借

りして展示も致しました。また今年の東京都美術館で開催された協会展の作品を展示する巡回

展も併設しました。

こうした作品展示を通して山岳写真に興味がある方だけでなく、美術館ギャラリーの他の展

示会で訪れた方にも作品を拝見して頂く機会もありました。数々の展示作品を前に感嘆の声を

かけて頂くことも多く、山岳写真の素晴らしさを東海地方のより多くの皆さまにお伝えする事

が出来たと思います。

来場者はおよそ 85 0人でした。昨年開催時より賑やかさやお客様の笑顔を見て世の中が以

前の様な活気あるものに戻りつつある事を実感出来ました。

末筆ながら橋本会長様からはご祝辞を賜りました。また川井副会長様、清水理事長様、津野

南信支部長様、上ヶ平理事様、他 JAPA会員の皆様には遠路はるばるお越し頂けたことをこ

の場を借りて御礼申し上げます。
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山・美しい姿
山梨支部 第14回写真展開催報告

山梨支部第 14回写真展は 11月 24日～ 28

日に甲府市、山梨県立図書館に於いて開催し

ました。支部会員 2名を含めて合計 8名で、

作品点数 54点で行いました。今回初出展の

2名の作品は、天を衝くマチャプチャ レがタ

陽に染まる見事な作品です。片方は甲斐駒ヶ

岳の前衛峰に群落で色彩豊かに咲くクモイコ

ザクラを撮影した写真は文字通り今展に花を

添えてくれました。又、甲斐駒ケ岳のピークに

沈む満月に野鳥の群れ飛ぶ作品は圧巻です。

山梨支部の従来の作品に幅が広がり今後の
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山梨支部清水清

一層の活躍が期待されます。

今回展示より作者ごとに作品を 1列に展示

し各人が作品の前で来場者の方々と作品の狙

い、ポイント等説明し対話しながら進め、来

場者にも非常に好評でした。

最後になり ましたが本部より来場されアド

バイス頂いた、川井副会長、清水理事長、上ヶ

平理事、伊藤理事、津野南信支部長、百瀬松

本支部長、緑埜両毛支部長、佐藤東海支部長、

他近隣支音〖、本部会員の皆様厚く御礼申し上

げます。

、--~



フォトクラブ光影 写真展のご案内

撮影佐々木弘子

会湯駒ケ根市立博物館展示室入場無料

（駒ケ根総合文化センター内）

〒3叩-4115 駒ヶ根市上穂栄町23-1

TEL 0265-83-1135 

期曰令和4年1月5日 （水） ～1月12日（水）

時間 9:00~17:15（入館時間は17:00まで）

初日 1月5日 13:00から

最終日 1月12日 16:00まで

に来館時にはマスクの着用をお願いします｝

共催： 駒ヶ根市立博物館

写真展案内

一フォトクラブ光影写真辰

0日時＝令和 4年

1月5日（水） ～ 1月12日（水）

0会場＝駒ヶ根市立博物館
後援： 信濃毎日新聞社、長野日報社、長野県写真連盟

（駒ヶ根総合文化センター内）

◎ JAPAから太田秀男が出品
日本山岳写真協会、カメ ラのキタムラ駒ヶ根店

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

写真展案内
広木孝一写真展

美しい自然のランドスケープ

大判フィルム (4X 5 8 X 10) で撮る

0会期＝ 2022年

1月 12日（水） ～ 1月23日 （日）

10時～ 16時

0会場＝原子力科学館

2階ギャラリー

（茨城県那珂郡東海村村松 225-2)

美しい自然のランドスケープ
大~l フィルム (4X5 ・ 8X 10)で撮る

会 場 ：原子力科学館 2階ギ ャラリー

茨城県那珂郡東海村村松 225-2
(TEL : 029 282 3111) 

会期 ：2022年 1月 12日（水）～1月 23日（曰）

10 : 00~16 : 00【17日国）休館）】
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第1:!1回デジタル研究会報告

日時： 2021年 10月1日 19時～ 20時半

方 法：テレワーク形式 (ZOOMミーティング）

出席者：安西良矩、上ヶ平裕彦、川井靖元、

川瀬正博、岸岡正比古、鈴木菊雄、

林昭宏、藤田福徳、道健一、吉田仁、

吉田正信、関口俊夫 （記）

討議内容

(1)撮影地ガイド

担当：川井

深秋の北岳を撮る

pptによるプレゼンテーションの実施、秋

の南アルプス北岳の撮影地の紹介。

広河原～白根御池小屋～草すべり～肩の小

屋～北岳～北岳山荘～八本歯コル～大樺沢

～広河原のルートの紹介。

北岳バ ットレス、八本歯コルからの北岳、

北岳山頂からの富士山、肩の小屋からの ご

来光と富士山、大樺沢からの残雪と紅葉、

白根御池小屋のナナカマドその他の川井氏

の作品の紹介および出席者からの質疑応答

があった。

(2)技術ガイド

担当：上ヶ平

① 過去に撮影した画像の画質改善

デジタルカメラは各社とも年々高画素化し

てきている。

Lightroom (Photoshop) に、 2011年 6月

にス ーパー解像度が実装された。

AIを使って画素数を縦横それぞれ 2倍、

合計 4倍の画素数にすることが出来る。

増えた画素は AIが補完する。 具体的に

は、多数の写真を AIが学習して統計的に

推測されたものであるが、それが正しいと

いう保証はない。

最終的な判断は撮影者に委ねられ、高い被

写体観察能力、写真判断能力が求められる。

② 明暗表現の拡大

古いデジタルカメラはダイナミ ックレンジ

が狭く、白飛びや黒つぶれが起こ りやすい

ブラケ ット撮影等で段階露光した RAW画

像があれば、 Lightroom(Photoshop)の

HDR結合機能を使うと、明暗表現を広げ

られる。

両テーマとも、実画像による解説、出席者か

らの質疑応答があった。

(3)会員の作品発表

川瀬、林、吉田、関口各氏から夕日の写真、

星景写真等バラエティの富んだ作品の発表が

あった。出席者からの質疑応答があった

(4)最後に

撮影地紹介は該当山域の撮影ポイントの理

解、認識に役に立った。

レタ ッチソフトの進化は目覚しいものがあ

り、写真に有用な機能の紹介は有意義なもの

であった。

会員の作品は、他人の作品を見るいい機会で

あった。生プリントではないが、コロナ禍に

おいても研究の場がもてるのは意義のあるこ

とだと思います。
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11月例会報告

開催日時 ：11月 27日 （土）

13時 30分～ 15時 30分

場 所： TKPスター貸会議室四谷

テーマ：会員に よる作品研究

「私の傑作作品」

先月末より新型コロナ感染者数も減少傾向

となり、漸く例会を再開することになりまし

たが、出席数は 10名 （写真を出席者に預け

た欠席者を含む。） と少ない中での開催とな

りました。

新型コロナ禍で山岳写真撮影に出かけるこ

ともなかなか難しい環境の中、出席会員のカ

作が机に並べられると約 2年ぶ りに例会を開

催できたことに喜びを感じます。

作品総数は38点でした。撮影山域は、北

アルプスでは、穂高連峰、立山連峰、白馬三

山、燕岳、南アルプスでは、北岳、鳳凰三山、

甲斐駒ヶ岳、さら に富士山、八ヶ岳、尾瀬も

あり多彩なものでした。

会員各自が作品の狙いや構図、レンズ、露

出などを説明後、鈴木克洋審査委員長からの

具体的な コメントを受けました。参加者も少

ないことから、他の出席者か らも多数の質問
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も受け、和気謁々かつ活発な意見交換が行わ

れました。

また、 会員相互で最近のデジタ ルカメラ、

レンズ、画像編集ソフト等の情報交換も行い、

有意義な例会となりました。

最後に鈴木克洋審査委員長より、作品を見

た一番の印象は全員各々がよく研究している

こと、デジタルにおいてはモニターとプリン

トのカラーマネジメン トが重要であるが、出

席者全員は基本ができていること、自分自身

も作品を見て励みにな った旨コメン トがあ り

ました。

例会では、定期的に会員作品研究の機会を

設けてい ます。特に新しい会員や山岳写真技

術を より向上させたい会員の方々にも積極的

に参加していただくことを期待してい ます

（伊藤記）。

出席者 （敬称略）

安西良矩、伊藤哲哉、大村粛、

川井靖元、 川瀬正博、鈴木克洋、

鈴木菊雄、渡辺良

作品のみの参加者 （緑川 邦雄、沖 真弘）



． 
輿水会員が八ヶ岳の花の写真集（図鑑）を出版

「輿水が撮った後にはぺんぺん草も生えない…」と、八ヶ岳を縦横無尽に撮

影してきた カメラマンが、 今度は視線を足元に向けて、ぺんぺん草ならぬ花の

写真集を二冊も作り上げてしまった。山麓と稜線合わせて 360種が掲載されて

いて、細かく観察すれば、八ヶ岳とはいえ、よくぞこんなに花が生育している

ものだと感心する。 コロナが動機とな った ようだが、さてさて、 次は何を我々

の前に見せてくれるのか早くも期待してしまうのである 。

（山梨支部福島記）

A5判 120P 印刷・製本 ラクスル（株） 2021年 9月限定出版

1 会計からのお願い
•
I
-

―
贔
―
―
-
•
―
―
―同封いたしました令和 4年度の会費納入の郵便振込用紙は

1月になってから振込んで下さい 。（本部会員 ）

◎会費は 2月 15日までに納入して下さい 。

よろしくお願いいたします 。

-12 -



森~10月理事会（担当者会議）記録磁深短涵磁深翠蕊

日 時令和 3年 10月21日 （木）

午後 1時～ 3時30分

場 所 日本山岳写真協会事務所

（担当責任者会議）

出席者飯田 ・岩本 ・大石・大村

清水 ・鈴木 （菊）・渡辺

青山 （会計）・上ヶ平 (IT)9名

〈司会〉清水・飯田

〈記録〉岩本

●報告事項

入退会など入退会はなし

0所属変更申請

1170 佐藤健司 本部→東海支部

1178 林昭宏本部→東海支部

0名義使用申請 後援依頼 （写真展）

申請名取洋 （グループ代表）

（仮題） グループ愛黄写真展

「黄山 魅力の冬を訪ねて」

期間： 2022年 3月 10日～ 3月 21日

会場：リコーイメージングスクエア東京

以上 3件の申請を承認した。

＊総務 （岩本副理事長） 特になし

＊会計 （大村理事） 支部展補助費は松本支

部展が中止のためなし。

会費未納 1名の入金を確認した。

＊会報 （飯田副理事長） 10月会報は 10ペー

ジで構成、 11日入稿し 21日準備できたの

で22日頃発送予定。(11月会報は休刊）

＊企画 （渡辺理事） 10月 2・3日開催した

秋の乗鞍岳合同撮影会は天候にも恵まれ予

定通り開催できた。会報に詳細を掲載した。

12月 11日 （土）午後 1時より通常理事会

(TKPスター貸会議室）

12月 18日 （土）午後 1時より合同理事会

(TKPスター貸会議室）

＊写真展 （大石理事） 山岳写真セミナーが

中止となり、講堂使用料などが還付された。

チャリティ販売金 32000円を日本赤十字社

に7月大雨災害義援金として寄付した。

東京都美術館年報を 9月に受領した。

2021年協会展の芳名録の記帳整理を手分

けして行い写真展担当以外に大村理事にも

依頼した。

* I/T （鈴木菊雄理事）

＊ホームページの更新は月末に作業して

11月初旬アップ予定。

* 2021協会展作品から来年度のトップ頁

に掲載する 11点を季節や絵柄、山域な

どが重複しないよう選考。12月会報に掲

載する。

* 2021年協会展の会員作品と公募入選者

ギャラリーが完成した。
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11月は一般公開の予定。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

1 2021年度決算 （中間報告） と2022年

度予算案 （大村理事 ・青山理事）

0一般会計

今年の決算概要について、中間報告で収入

の部と支出の部について説明を受けた。

支出については 12月末までに精算予定。12
月合同理事会には報告して承認を得たい。

0写真展関係

写真展関係の収入は会員参加者のパネル製

作費と公募展写真パネル製作費、一般会計

からの補助費との合計からなる。

支出についても協会展会場費・展示パネル

製作費・プログラム印刷費、返却料などの

説明をした。

0選抜展展示が 11月 11日から 17日に開

催されるので進行状況を中間報告として説

明した。

0授賞基金については協会展の優良賞の 3名

に対する賞状 ・記念メタルの出費。

0 2022年度予算案について「一般会計」・写

真展関係・選抜展・授賞基金・事業会計費

について概要説明をした。

2 新年度事業計画について

（渡辺理事・大石理事）

0理事会は定期的に開催する予定であるが、

担当者会議は第 3木曜日協会事務所で開催。

定例理事会は感染防止対策で貸会議室を使

用予定。1月は定期総会の関係で定例理事

会を、 2月は担当者会議を予定。

0総会は2022年2月6日（日）上野精養軒会場

で開催予定。12月会報に出欠はがきを同封。

0新年会も 2月6日を予定しているが、感染

症が休息状態であれば開催したい。11月

定例理事会で検討したい。

0 2022年度協会展・公募展は東京都美術館

で9月9日（金）～9月 17日（土）まで （休

館日なし）9日間 2階第 1展示室で開催

予定。（令和 4年から令和 8年までの 5年

間同期間開催内定）。

3 各業務の負担軽減について提案

（上ヶ平理事）

現在連絡先が担当責任者（個人）宛てになっ

ているので、個人が旅行、山行、急病の折対

応が遅れる。責任者が交代した場合に後任者

への引継ぎなど情報共有に責任者から担当ヘ

連絡がその都度必要となる。 その改善案と

して提案したい。

「同報メ ール」を活用できないか、代表メー

ルアドレスを設ける提案をしたい。



代表メ ールに届いたメールは各担当理事に

共有される、な どの提案説明があった。

尚、このシステム活用には初年度 335000
円、次年度から約 240000円の年間使用料金

が毎年出費となる。毎月 2万円となる、理事

会員のみの活用が多く、費用対効果など今後

検討したい。

4 選抜展進捗状況について （大石理事）

選抜展は 11月 11日（木）～ 11月 17日（水）

まで東京四谷「ポートレー トギャラリー」で

開催される。展示作品のプリント依頼を 10月

2日全紙 30点、 6点は昨年選考の作品を使用。

挨拶パネル、キャプションを 10月7日 銀

座クリエイ トに制作依頼した。

展示会場での展示順決め、目録を 400枚準

備して、 DMはがき 500枚を発送した。

会場でのカレンダー販売はしない。

10月会報に展示記事を掲載予定。感染症

予防対策は協会展に準じて行う 。

5 11月 例会について （渡辺理事）

11月27日の例会を午後 1時から「TKPス

ター貸会議室四谷第 2会議室」で開催予定。

テーマは会員作品研究会として A4・ 六つ

切プリントを用意し、写真展委員による講評

会を予定。

6 12月合同理事会について

（渡辺理事 ・大村理事）

合同理事会は 12月 18日 （土）午後 1時か

ら「TKPスター貸会議室四谷 3階」で午後

1時から開催予定。審議事項は総会に向けて

の議案の検討 (2021年度の事業報告と決算

報告 （一般事業 ・写真展事業 ・選抜展、2022
年度の事業計画、予算案の審議 と理事退任

の各報告を予定）。

各支部の事業計画報告。新年会開催につい

ての意見交換。

7 理事退任報告について

理事の任期は令和 4年 12月末まであるが、

2名の理事から家庭の事情や病気治療に専念

したいとの 申し出でがあ り、 12月末で退任

を了承した。

来年からの業務に支障がないよう後任人事

について協議した。

8 新入会員の入会後の退会について（鈴木理事）

山岳写真愛好家が増えない中で、入会して

から短期間で退会する方がいる。入会後の一

定期間会員としてメリ ットを見つけてもらい

定着を図る対応策を提案 したい。

その対策概要は作品講評、情報交換、写真

勉強会など、高齢者や関東圏以外の会員が

WEBや郵送でも参加できる仕組みにする。

現在、理事の業務量が増加している 、新理

事、委員の候補が少ない中で現状でできる案

を考える。

来年度から具体的にどうするか理事会で検

討することが承認された。

9 外部からの問い合わせについて

常駐者不在の事務所へ問い合わせなどは、

メール・ FAX、手紙、留守電などもあり 、

その場では対応できない件も多い。

問い合わせ方法や内容が複雑で、個人も含

め、現在事務所への問い合わせは週当番が対

応している。事務所へのメールでの問い合わ

せについては便宜上、 IT関係理事が自宅で

内容を見て判断して対応している。

10 其の他 （カレンダー）「日本の名山」の

応募要項の見直しについて

カレンダーの応募要項はで掲載範囲が限定

されているので山域を広げてほしいとの要望

がでている。その他のエリアを増やして「日

本の名山」に相応しい応募要項の変更を検討

する。販売目的に制作 しているので収益も考

慮したい。

■次回通常理事会予定 11月20日 （土）

午後 1時～ 「TKPスタ ー貸会議室四谷」

3階第 2会議室

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） 046-256-1422i.naoki@won der.ocn.ne.j p 

（会計） 大村 粛 （年会費、会費振込等） 03-3705-0224 sohmural 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.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 （例会等） 047-479-0511 watanabe_makoto8l7@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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山と渓谷社刊の 2022年・山岳カレンダー

及び花カレンダーで日本山岳写真協会々員諸

氏の作品が多く掲載された。カレンダー別に

記してみると次の通り （作品略、氏名のみ、

敬称略）。

◎美 しき日本の山 （大判）

鈴木克洋 (2点）、武内 進、齋藤大樹、

花香勇

◎美し き世界の山 （大判）

名取洋、岡孝雄、杉浦吉治、

鈴木菊雄

◎日本百名山 （中判）

花香勇、名取洋、大島隆義

◎ MOUNTAINS（日本百名山よ り・卓上）

道健一、長谷川由美子、黒岩誠、

飯田信義

◎アルパインカレンダー （ダイアリー）

岡孝雄 (2点）、小林喜富 (2点）、

飯田信義 (2点）、大石高志、齋藤大樹、

黒岩誠、久野巌、花香勇、佐藤有秀、

鈴木菊雄、武内 進、緑埜公一、福島静雄、

鈴木克洋、 三枝仁也、八尾正己、名取 洋、

佐藤孝也、太田秀男、吉田昌樹

◎日本花紀行 （中判）

飯田信義、鈴木克洋、花香勇、名取洋、

上條英直

◎フラワーカレンダー （ダイアリー）

鈴木克洋 (5点）、飯田信義 (2点）、

名取洋 (2点）、花香勇、

小林喜富、平澤賓、鈴木隆志

上條英直

..................................................... 
会員往来

l所属変更及休会復帰 l

No.173 富田治夫関西→本部

No.571 近 藤 博 休 会 → 関 西

No.1170 佐藤健司本部→東海

No.1178 林昭宏本部→東海

No.1101 田村裕本部→北陸

Iメール変更 I

No.571 近藤博

l 378isukeyo 1378R kti. biglo be.ne.jp 

国
No.545 清水純夫 No.696 井川クキ子

No.475 飯野金雄 （山梨）

旦
No.166 見角隆興（北陸）

No.286 杉本弘 （両毛）
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会員だより

会員のいちのへ義孝氏 （会員 No.139= 

青森市在住）の今年の活動報告が届いた。

それによると 、山 と渓谷社では 2月号と

11月号にそして 「岳人」では6月号など「八

甲田山」を山域としてのものが多く発表さ

れている。

またこのほかには「山と高原地図」では

「八甲田山・岩木山」を中心に写真等を提

供している。 （信）

総務担当より

◎総会の出欠ハガキは

（欠席の方は委任状に

記入し）必ず返信して

下さい。



「2022年 1月デジタル研究会」

第85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 2022年 1月12日（水） 19: 30 ~ 21 : 00 

接続確認は 18時 30分より可能です。

うまくつながらないときは 090-8454-9967（かみがひら）までお電話ください。

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ホ、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/） カ~ら

前日までに参加をお申込みください。

（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 厳冬期撮影に向けて （川井靖元）

2.技術ガイド 最近のカメラ技術動向 （上ヶ平裕彦）

(1)小型軽量化された高倍率ズームレンズ

(2)長秒対応の手振れ補正

(3)像面位相差センサー

など

3.参加各位の作品と情報交換

表紙の言葉嶋幽輯闊嶋碑幽幽翡

「忍野の霧氷」

山梨支部 大森大 一

私の住む忍野村は標高九百メートルを超

す高冷地。

村内は湿地が多く、放射冷却による霧氷が

よく見られる。

[- ・年始のあいさつを遠慮する方］-J
中野慶一（妻） 尾身博之（義父）

津野祐次（母） 安藤弘子（姉）

鎌田則雄（母） 花香勇（義弟）

道健一（弟）
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会報の原稿は飯田宅へ
事務所に郵便物など （会報の原稿等）が

送付されても常駐しておりませんので担当

者に届くのが遅れてしまいます。

会報の原稿は担当の飯田宅(〒 34 0 -

0005 草加市中根3-2 9 -3 5)まで

送って下さい。メール可。

— ． 
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/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•町田佐智子— •一
． 


