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1月号

2022年1月15日発行
（第489号）

「 夜　明　け　の　穂　高　岳 」　　　　　　　坂本　龍志　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〜 15：00

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

●総会の出欠ハガキを未提出の方は至急返送して下さい
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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園 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至急到着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。

年　頭　所　感

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。
昨年は、大変な批判のなか開催された東京
オリンピック・パラリンピック、そして大谷
翔平選手がアメリカ大リーグで、日本人 2人
目となるMVPを獲得するなど嬉しいニュー
スがありました。
しかしながら、次々と現れる新型コロナウ
イルスの変異株のデルタ株や最近感染拡大し
ているオミクロン株等、外出も集合も出来ず
大変なコロナ禍にあります。そのような中で
も役員の皆様は知恵を絞ってリモート等も活
用し、力を合わせて2021年12月18日の土曜
日に合同理事会を開催し、全国から支部長全

員が出席して新年度の方針を決定下さいまし
た。会員を代表して感謝いたします。ありが
とうございました。
今年度の合同撮影会は山梨支部の担当で、
福島支部長の話では 11 月の上旬に新雪を期
待して、大森大一会員の経営する民宿をベー
スに忍野から富士山等をめぐるものであり、
全国の皆様とお会い出来るのを楽しみにして
おります。
本年の干支は、「壬寅」（みずのえとら）。「壬」
は陽気を下に宿すという意味をもっており、
生命の誕生を宿す意味があります。「寅」は
草花が伸びようとする状態を表しています。
「壬寅」は、生命が誕生して伸びてゆく年に
なると言われています。
2022年2月6日（日）に上野・精養軒にて開
催予定の日本山岳写真協会の総会で皆様の元
気な顔に会えるのを今から楽しみにしており
ます。そして新年度の方針の決定を期待して、
環境に鋭敏な写真集団として前進したいと
思っております。
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にしても暫くは新型コロナウイルスと共生し
なければならないでしょう。
感染症を防ぐキーワードとして「免疫力」
という言葉がよく挙げられています。また、
「歩く」ことは体力、抵抗力、そして「免疫力」
を上げる最高のワクチンになるとも言われて
います。しかし感染症を防ぐ決定打はないよ
うです。
今年は免疫機能を高めるライフスタイル

「①栄養バランスのよい食事をする　②十分休
養をとる　③ストレスをかけない生活をする　
④適度に運動をする」を心がけ、コロナ禍を
乗り越え山行を楽しみたいと思っています。
2022年は両毛支部にとりまして、支部結
成 40周年を迎える大きな節目の年となりま
すので、記念事業としての記念支部展、記念
写真集の発刊、記念式典等多忙な一年となり
そうです。
新たな変異株が現れこの先不透明ですが、
新型コロナウイルスの一日も早い収束と平穏
な日々が訪れる年になりますよう願っていま
す。
本年も変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろし
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。

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禍で、批判の声
もあった東京五輪が緊急事態宣言の中、行わ
れましたが、選手達の躍動する姿に感動した
場面が数多くあったことが思い出されます。
両毛支部では 2名の会員が逝去され、また
3名のベテラン会員が退会となり会にとりま
して大きな痛手となりました。一方、コロナ
禍で 2年振りに会員皆様のご協力により支部
展が開催できましたことは大きな成果でした。
また、支部定期総会は初めての「書面表決」
により開催し、全ての議案が承認されました。
特に 40 周年記念事業の一環としての写真集
発刊が支部会員皆様のご理解とご協力をいた
だき出版に向けて動き出すことができ感謝し
ております。
今年はどんな年になるのでしょうか。何れ

エンザが大流行の恐れあり等の予測もされる
中モチベーション維持のためにも感染対策を
実施し活動を推し進める所存です。
撮影山行の自粛により体力の低下を痛切に
感じております。おのれの体力を把握するこ
とは遭難防止の基本でもあることを自覚し、
さらにデジタル化されたことによる夜間撮影
が容易になり寝不足による翌日の行動等にも
影響を及ぼすので慎重に行動したい。
活動の停滞に伴い新入会員と既会員相互の
交流も疎遠になっている現状から意思疎通を
図り積極的な活動をしていく所存です。
本年も松本支部に変らぬご支援を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます。
新型コロナ感染症（COVID-19）に翻弄さ
れた年になってしまい総会、撮影会、写真展
と主だった行事がすべて流され、さらに例会
の開催もままならず休眠に近いところまで追
い詰められました。
コロナも落ち着きつつありますがインフル

両毛支部長
緑埜　公一

松本支部長
百瀬　典明
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より、研修会を含めた懇親会も設定いただき、
本当に役に立つ撮影会でありました。ご担当
いただきました東海支部様に感謝いたします。
帰りには、久しぶりでもありましたので、
乗鞍山頂まで登山したのですが、コロナ禍の
運動不足の所為か、はたまた老齢化の所為か、
しばらく筋肉疲労が残っておりました。
3つ目は、山岳写真とは関係ないですが、
年の瀬に行った上方落語の一年の締めくくり
「夢の三競演」と題して桂文珍師匠・桂南光
師匠・笑福亭鶴瓶師匠による落語寄席です。
コロナ禍の憂さを忘れて、抱腹絶倒のプロの
話芸を楽しみました。
関西支部会員の絆は、また皆様との絆は、
年 1回の作品の発表の場であります京都市京
セラ美術館で開催される関西支部展です。
今年は会期・会場ともに決まっております。

（会期：2022 年 10 月 18 日（火）〜 23 日（日））
（会場：京都市京セラ美術館）季節は従来と
異なりますが、また皆様と京都でお会いでき
ますこと楽しみにしております。
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。

新しい年を迎えられ皆様楽しいお正月をお
過ごしのこととお慶びを申し上げます。
昨年も、コロナ禍の影響により様々な活動
に制限を強いられました。そんな中でも思い
切って取組んだ、また参加して心に残ってい
ることを 3つ挙げてみたいと思います。
まずは、リニューアルされた京都市京セラ
美術館では初めての関西支部展『山との対話』
を 2年ぶりに開催し多くの山岳写真愛好家の
方々にご来覧いただいたことです。特に同時
開催の企画展『同年同期三人展』では、橋本会
長・川井副会長・近藤名誉会員のご出展を頂き、
ベテランの味を堪能させていただきました。
2つ目は、これまたコロナ禍の影響で 2年振

りの開催になりました北ア・乗鞍岳での JAPA
合同撮影会への参加です。紅葉の撮影はもと

影活動もじっくり出来るゆったり山行でし
た。鹿島槍ヶ岳は私にとって 5本の指に入る
名峰で、過去には後立山連峰縦走中の登頂と
して、また北アルプス三大急登のひとつ、赤
岩尾根からの登頂など 5度のピークハントを
果たしています。今回は登頂目的だけではな
く、大好きな鹿島槍ヶ岳を取り巻く周辺の風
景、高山植物・動物などにも目を向けじっく
りと撮影してきました。夕暮れに佇む剱岳、
大群落のコバイケイソウなど改めて山岳風景
撮影の楽しさを感じてきました。今後もじっ
くり好きな山に対峙して撮影活動をして行き
たいと思います。
今年も東海支部は変わらず元気に楽しく、
支部撮影会、支部写真展、講習会など活動を
行っていきますので皆さまのご協力を賜りた
く、宜しくお願い致します。
今年こそは皆さまにとりまして素晴らしい
一年になりますよう心よりお祈り申し上げま
す。

新年あけましておめでとうございます。
昨年の合同撮影会（乗鞍岳）では本部理事
をはじめ参加者の皆さまに多大なご協力をい
ただき、誠にありがとうございました。無事
に大役を果たせた事をここにご報告させてい
ただきます。
昨年はコロナ禍で登山や撮影山行が制限さ
れ、思うように作品創りが出来なかったかと
思います。私も同様でしたが、何度か緊急事
態のはざまを縫って撮影山行に出かけました。
特に思い出に残った山行が北アルプス・鹿
島槍ヶ岳です。種池・冷池山荘に宿泊して撮

東海支部長
佐藤　孝也

関西支部長
山下　豊吉
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来場者は会員に気軽に話かけてくるし、率
直な感想も聞かせてくれる。また、なまじ写
真とか山とか、かかわりのないほうが鋭く、
厳しい指摘をしてくれる。
このような支部展を繰り返してきて、ふと
頭によぎるのは「東京は日本の文化の中心…」
のフレーズだ。確かにその通りだが、でもね、
正面切って言われたら少しばかり反論しなけ
ればならない。
そういうことなら盆地の底でささやかに開
催される展覧会のメッセージはどこに向けた
らいいのか、周囲の高い山に阻まれてしまっ
てもそれでいいのか、と。
山国に暮らしていても、毎日、新聞は配達
されるし、同じようなテレビ番組を見ていて、
暇さえあれば、××ショウに登場する政治
家たちのコロナ対策の迷走ぶりに茶々を入れ
たりしているのだ。
さて、再び、大東京の練馬区、大田区を例
にとると、そこにはなくて山梨にあるのはな
にかご存知だろうか？。
それは「日本」という名を冠する山岳写真
協会の支部なのである。

ひところは「甲州の山ザル」などとうそぶ
いていた筆者のことだから、山梨はど田舎

4 4 4

と
曲解されていたかも知れない。たしかに人口
は 80 万、東京 23 区のひとつ世田谷区にとう
てい及ばなく、同程度の規模といえば、練馬
区、大田区だろうか。県都の甲府に至っては
20 万人を切る始末だ。でも、マックも吉野
家もある（「スタバ」はあったっけ）。
コロナ禍で一年延びた 14 回支部展も無事
開催できた。大都市では開場と同時にギャラ
リーがどやどや入場するが、こちらはポツリ
ポツリと静かなもの。思わず「気を付け！」
と緊張してしまうエライ人が来るわけもない
から、支部会員はリラックスして、いかにも
楽しそうに見える。

写真愛好家の皆様で賑わいました。さらに池
上敏夫さんは JA主催の写真コンテストでグ
ランプリを受賞するなど、南信支部の皆様は
大いに活躍された年でした。
南信支部に隣接する東海支部様と山梨支部
様の支部展は、南信支部代表者のみでしたが、
それぞれ拝見させていただき、交流を深める
ことができました。
南信支部本年度の事業は、新型コロナウィ

ルスが治っている場合、桜の咲く季節に第 27
回飯田移動展を開催、続いて 9月に長野県伊
那文化会館にて南信支部第 28 回写真展を開
催する予定です。例会につきましては、写真
研究を主に各月開催を目指します。撮影会は
7月あたりに開催できればと考えております。
いずれにいたしましても、本年は南信支部

にとりまして役員改選の年に当たりますので、
1月 23日開催予定の南信支部新年総会にて審
議を行い、新役員を決定し、新しい年度がス
タートとなります。
支部員それぞれの創作活動に期待し、また

一方では親睦を深めつつ、南信支部本年度の
事業を執り行うこととなります。

新年あけましておめでとうございます。
南信支部の 2021 年度の事業は、新型コロ

ナウィルス禍の影響を多分に受け、新年総会
は支部員が集まることなく、ウェブを利用し
て、南信支部員の賛同を得て行いました。
4月には南信支部第 26回飯田移動展を飯田

市美術博物館で開催、9月には南信支部第 27
回写真展を開催することができました。ご観
覧いただきました日本山岳写真協会の皆様に
は厚く御礼申し上げます。その間、南信支部
独自の撮影会（7月予定）は中止せざるを得
ませんでした、後半の例会はなんとか写真研
究会として行うことができたことは幸いでし
た。また、支部員の伊東睦雄さんと、伊原明
弘さんが、それぞれ個展を開催し、多くの山岳・

山梨支部長
福島　静雄

南信支部長
津野　祐次
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立山方面では、生存しないとされていたチョ
ウノスケソウを浄土山で発見された方でもあ
りました。その作品は展覧会でも発表され、
好評を博しました。ここに改めて心からご冥
福をお祈り申し上げます。
昨年の支部員の活動は地元の山が中心で、

単独行動が多かったようです。アルペンルー
トの賑わいも例年の半分以下、山荘の受け入
れも定員の半分程度。営業を取りやめた山荘
もありました。
しかし、剱沢、雷鳥沢のテント場はまずま

ずの人出、やはりコロナの影響が大きかった
ようです。
今年から北陸支部に新会員が一人加わりま

して、休会員を除いて昨年と同様 14 人とな
りました。
新会員の田村　裕氏には、是非新しい風を

吹き込んで頂きたいと思っています。
北陸支部は来年令和 5 年に、創設 30 周年

を迎えます。何とか頑張って写真集を出版し
たいと計画中です。支部会員一同力を合わせ
て頑張ります。
会員諸兄姉の、ご指導ご鞭撻のほど、よろ

しくお願い申し上げます。
（順不同）

新年あけましておめでとうございます。
新しい年を迎え、今年こそコロナ禍から脱

却した、いい年になりますよう、初詣でも唯
そのことだけ祈って参りました。
私どもの活動にも少なからず影響を与え

た、このコロナ禍も 3年目になって、また新
たな暗雲が垂れ込めてきましたが、今度は
我々もワクチン、治療薬という新型武器を持
ちました。この人類の叡智は必ずや、安全・
安心な社会を再現させてくれると信じていま
す、過去の歴史を見てもそれは明らかです。
さて、昨年の支部は、支部創設にも多大の

ご尽力をいただいた大切な人を失いました。
ご逝去された見角隆興氏（98 才）は立山

を愛し、殊の外、高山植物に精通された方で、

令和3年（2021年）合同理事会議事録
日　　　時　令和 3年 12 月 18 日（土）
　　　　　　午後 1時〜 3時 30 分
場　　　所　TKPスター貸会議室四谷
　　　　　　3階第 2会議室
出　席　者　�橋本会長
� 副会長─川井・鈴木（克）・花香
� 理事─青山・飯田・飯塚・岩本
� 大石・大村・上ヶ平・清水
� 鈴木（菊）・関口・瀬戸口
� 曽布川・緑川
� 佐藤（東海）・高見（北陸）
� 津野（南信）・福島（山梨）
� 緑埜（両毛）・百瀬（松本）
� 山下（関西）
� 〈司会〉清水　〈記録〉岩本
� � 24 名
会長挨拶後に議事を開始

＊＊＊＊議　題＊＊＊＊

１　令和 3年度決算報告（大村理事）
会計の決算は 12 月 31日締め切りであくま

でも中間決算として提示したものを説明した。
一般会計の収入と支出金の内訳を説明した。
支出の大半は固定費で事務所費・会報費・写
真展補助費支部補助費などであると説明した。
写真展関係費、選抜展費，授賞基金、事業
会計とも説明した。

質疑応答のあと決算報告が了承されたので
1月上旬会計監査の予定。
２　令和4年度予算（案）について（大村理事）
一般会計での収入費は会員 420 名を想定し
試算した。会員の年会費と公募展入選者の入
会金である。
支出の概要は固定費と写真展補助、支部補
助費などが占める。写真展費、選抜展費，授
賞基金予算についても説明した。了承されて
総会で報告する。
３　令和 4年度事業方針（案）（清水理事長）
定例事業【写真展関係】、撮影会（合同、
支部主催）、例会、研修会、会議（総会・祝
賀会など）、セミナー、会報発行、ホームペー
ジの活用、山岳カレンダー制作販売などを企
画している。
特別事業では協会展期間中二つの支部（関
西・山梨）がセミナー担当を予定している。
会事業を活性化し、写真展などを通じ会員
増に繋げ、写真界に貢献したいので協力をお
願いしたい。
４　総会式次第（案）（岩本副理事長）
〇総会は上野精養軒で 2月 6 日（日）午後 1
時〜 3 時 30 分の予定で 3階（桐の間）を
使用する。
議長の選出は会場の出席者の過半数の賛同
で決める。

北陸支部長
高見　源彰



- 7 -

議事内容では令和 3年度の事業報告（清水
理事長）、決算報告（大村理事）、会計監査
報告（中野監事）。
令和 4年度事業方針（清水理事長）、事業
計画は写真展（大石理事）、企画事業（大
村理事）、予算案（大村理事）、執行部役割
分担報告（清水理事長）、ホームページ関
係（鈴木菊理事）、写真展審査改選報告など、
その他では
〇優良賞 3名授与式、各支部事業計画報告、
新入会員紹介などで 3時 30 分終了の予定。
５　協会展の日程について（大石理事）
〇 2022 協会展は 9月 9日（金）〜 9月 17 日
（土）東京都美術館2階第1展示室開催予定。
期間中休館日なし。
〇一般公募入選者表彰式は 9 月 10 日（土）
上野精養軒 2階会場予定。
〇協会展祝賀会は 9月 10 日（土）上野精養
軒 3階会場で開催予定。
６　山岳写真セミナー日程と担当支部
�開催場所は東京都美術館講堂を予定してい
る。
〇 9月 13 日（火）午後 2時〜 4 時　関西支
部担当　「六甲山の魅力」
〇 9月 14 日（水）午後 2時〜 4 時　山梨支
部担当　「甲斐の山々は魅力がいっぱい」
７　選抜展について
〇展示作品の応募日　令和4年1月23日（日）
午前中のみ受け付ける。郵送先は協会事務
所。応募要項は 12 月号会報参照。
〇審査は写真展審査委員会が行う。採用者と
作品は 5月会報に掲載される。
〇選抜展は 11 月〜 12 月を予定。
８　支部展予定報告
〇関西支部展　10 月 18 日（火）〜 10 月 23 日
（日）　京都市京セラ美術館本館 2階
第 25 回記念展　記念写真集計画
〇東海支部展　11月1日（火）〜11月6日（日）
愛知県美術館　8階
〇北陸支部展　7月 8日（金）〜7月 10日（日）
富山県民会館 3階
〇松本支部展　11 月 30 日（水）〜 12 月 4 日
（日）松本市美術館
〇�南信支部展　3月 29日（火）〜4月 3日（日）
飯田市美術博物館（第 26 回展）
9月 19 日（月）〜 9月 25 日（日）　長野県伊
那文化会館（第 27 回展）
〇山梨支部展　9月21日（水）〜9月25日（日）
山梨県立図書館
〇両毛支部展　6月 2日（木）〜 6月 5日（日）
前橋市民文化会館
支部創立 40 周年記念展・記念写真集計画
９　合同撮影会について（福島支部長）
2022年の合同撮影会は山梨支部主管で開催。
開催予定日は 11 月初旬、富士山麓で行う。
宿泊は忍野村を予定している。
夏頃までに計画を決めたい。
10　新入会員の退会減少対策について
　（鈴木理事）
山岳写真を作品として撮る写真愛好家が増

えない中で、入選をした方が短期間で退会者
が多くでて会員増に繋がらない。今まで一般
公募の担当者として入選者との接点を生かし
て、来年度の理事会に方策を提案していきたい。
11　新年度の定例理事会日程について
　（清水理事長）
感染症対策で現在の事務所での理事会が開
催できないので、原則貸会議を第 3土曜日の
午後 1 時から「TKP スター貸会議室四谷」
利用することにした。会場の都合で、事務所
で開催する場合もある。
1月定例理事会　1月22日　午後1時より、
2月 19 日（土）、3月 19 日（土）を予定した。
12　新年度役員体制について（清水理事長）
（●は責任者）
〇会　　長　橋本　勝
〇副 会 長　川井靖元・鈴木克洋・花香　勇
〇理 事 長　清水隆雄
〇副理事長　飯田信義・岩本直樹
〇理　　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（企画兼会計）
●大石高志（写真展兼会計）
上ヶ平裕彦（IT）・小堀　彰（写真展）
●鈴木菊雄（I・T　兼写真展）
関口俊夫（写真展）・曽布川　善一（写真展）
瀬戸口　隆司（会計兼総務）
町田佐智子（総務）・緑川邦雄（写真展）
〇監　　事　中野　慶一・市場新太郎
〇支部理事
佐藤孝也（東海支部長）・高見源彰（北陸
支部長）・津野祐次（南信支部長）
福島静雄（山梨支部長）・緑埜公一（両毛
支部長）・藤野　真（松本支部長）令和 4
年 1月から・山下豊吉（関西支部長）
13　写真展審査委員改選について
任期 2年満了につき改選を実施した。当日
の投票権は理事（支部長を含む）20 名で、3
名列記、無記名で投票。投票の結果上位 5名
（大石高志・川井靖元・清水隆雄・鈴木克洋・
鈴木菊雄）が当選した。
令和 4年〜令和 5年の 2年間「写真展審査
委員」を担当する。
14　その他
〇松本支部は 1月末の支部総会で百瀬典明支
部長から藤野　真支部長に交代する。
〇東海支部より講師派遣の方法と、写真展補
助費の増額についての提案があった。
講師派遣は個別で対応する。支部展補助費
について各支部一律で支給している。一部の
支部の増額は認めないものとする。
＊退会　652　黒岩　誠（体調不良）
　長崎県佐世保市
●次回理事会　令和 4年 1月 22 日（土）
　午後 1時〜　「TKP スター貸会議室四谷」
　3階第 2会議室
●定期総会　令和 4年 2月 6日（日）
　上野精養軒 3階（桐の間）　会議室
　午後 1時〜 3時 30 分
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東海支部便り 

      in 名古屋『冬山フェスタ』参加報告    記 大島隆義 

12 月 1８・1９日、名古屋駅前「ウインクあいち」７階で開催された山岳関連総合イベント
「冬山フェスタ」に参加しましたので報告いたします。 

 今年もコロナ禍の中なんとか 2 回目を迎える事ができた冬山フェスタに、東海支部は作品
展示とブース出展・講座登壇に参加しました。今年の来場者は初日 803 名 2 日目 936 名、計
1739 名と昨年の 3 倍以上と確実な増加となり、来場者には若年層も多くみられまだまだ登山 
ブームである事が顕著に現れているように見えました。 

支部のブースへ写真相談に来た来場者でも若年層が多く、遠方からは関西からもあり、11
月の支部展にご来場された人が再度見に来ていただいたりと大いに盛り上がりました。それ
以外にも支部の作品は冬山フェスタ全体を盛り上げるためのツールとしても大きな効果をも
たらしたと感じています。会場に設けられた 200 席のセミナー会場では「手持ち撮影で綺麗
に撮ろう！」と題して筆者の大島隆義が講演し、多くの視聴席を埋めることができました。
この講演の場を借り、日本山岳写真協会の魅力を訴求、一般公募の応募を促しました。昨年
も一般公募のチラシを配布したことがきっかけで、今年応募して入選された２名が東海支部
に入会しました。 

これからも東海支部は地域での山岳写真映像文化の普及発展のため寄与することを当支部
の活動主体として参ります。 

東海支部便り
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グループ愛黄　写真展
「黄山　魅力の冬を訪ねて」
─ 奇 峰 ・ 雲 海 ・ 霧 氷 の 世 界 ─

期日＝ 2022 年 3月 10日（木）〜 21日（月・祝）10：30〜 18：00
会場＝リコーイメージングスクエア東京・ギャラリーR
JAPAより蔡瑩・鈴木隆志・名取　洋が出品

 

 

                                     2022.1 

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@wonder.ocn.ne.jp 
（会 計） ⻘⼭ 陽⼦ （年会費、費⽤振込等）    0466-25-9663   kiyoko_a@jcom.home.ne.jp 
（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） 048-931-0526  iida_nobu_1413_photo@ybb.ne.jp 
（企 画） ⼤村  粛  （例会等）          03-3705-0224   sohmura1949@a04.itscom.net 
（H P）  鈴⽊ 菊雄  (協会 HP 掲載依頼等)      047-184-0702   suzu99@d9.dion.ne.jp 
 
 
◎  1 月から担当理事が一部変更になっておりますので

上記の担当者に連絡をして下さい。
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2022 年 協会ホームページ 表紙写真予定表 （2021 年写真展作品より）  

月 タイトル 場所 作者名 
1 ひこばえは冬の寒さに負けず 北ア・上高地 大正池 鈴木 好一 

2 JAWS（ジョーズ）山に登る 北ア・双六岳 吉岡  弘 

3 戸隠山春到来 長野県・戸隠 小鳥が池 杉浦 敦哉 
4 ラリーグラス咲くマチャプチャレ ネパール・タダパニ 服部 直子 
5 残雪の剱岳 北ア・剣御前 吉田 昌樹 

6 早春の花園 鳥海山・鳥海湖 青木 律子 

7 雲上の楽園 北ア・雲の平 小松  清 

8   協会展より 

9 秋是好日 新潟県・苗場山 北澤 進 
10 秋の昼下がり 群馬県・黒斑山 高井 統 

11 晩秋の雲 北ア・燕岳 大村 粛 

12 初冬の暁 鳥取県・伯耆大山 弥山山頂 吉原  淳 

 掲載する画像は、季節や絵柄・撮影場所等から選んでいます。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.jp 
  ◎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.jp 
 
 

1 月 
 

2 月 
 

3 月 
 

4 月 

 
5 月 

 
6 月 

 
7 月 

 
日本山岳写真協会写真展

の画像を掲載 
 

 
9 月 

 
10 月 

  
11 月 

 

12 月 
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12 月号に同封いたしました令和 4 年度の会費納入の郵便振
込用紙を使用して振込んで下さい。（本部会員）
◎会費は 1 月 31 日までに納入して下さい。
　よろしくお願いいたします。

会計からのお願い

12月定例理事会議事録
日　　　時　令和 3年 12 月 11 日（土）
　　　　　　午後 1時 15 分〜 16 時
場　　　所　TKPスター貸会議室四谷 3F　
　　　　　　第 2会議室
出　席　者　�青山、飯塚、岩本、大石、大村
� 上ヶ平、清水、鈴木（菊）、緑川、
� 川井、鈴木（克）、花香、中野
� 13 名
� 〈司会〉清水　〈記録〉青山

＜報告事項＞
・入退会（岩本副理事長）
○休会解除　2名　（2022 年より）
No.571�　近藤　博（関西支部）
No.1140　長山　翔（両毛支部）
○休会継続（1年限定）2名
No.512�　梅本知榮子
No.1126　小林　昌弘
○休会者　3名
No.806　土橋道良、No.1117　大橋隆志
No.751　栗木譲二（松本支部）
○退会者　3名
No.545　清水純夫、No.696　井川クキ子
No.475　飯野金雄（山梨支部）
○逝去
No.286　杉本　弘（両毛支部）
以上、休会継続 3名と 1 年限定休会 2名、
退会 3名を承認した。
・総務（岩本副理事長）
総会案内の出欠ハガキの準備、1 月 10 日
までに返信とする。
・会報（代・岩本副理事長）
12 月の会報は 16 頁で 9日に入稿した。12
月 23 日頃発送予定。
総会出席ハガキ、4年度会費振込用紙を同
封する。また何を同封したかを明記する
・企画（大村理事）
11/27（土）に鈴木克洋副会長を講師に迎え、
会員の作品講評会の月例会を開催した。
参加者は 8名と作品のみ送付 2名
・写真展（大石理事・鈴木（菊）理事）

・�2022 年度選抜展の募集内容は 12 月会報
に掲載、応募作品の受付は 1/23（日）
午前中必着、開催は 11 月〜 12 月を予定。
・�協会展 3 賞のメタルを 30 個注文した。
12/18 に納入予定。
・�公募展のチラシ配布が終了した。各雑誌
社に掲載依頼をした。

・ IT（鈴木（菊）理事）
ホームページの更新は 12 月末か 1 月初
めに行う。
表紙に使用する写真は1月から2021年度
の協会展から選んだ写真にする。12 月
会報に 1年間の予定を掲載する。

＊＊＊＊議　題＊＊＊＊

１　令和 3年度決算報告（大村理事）
令和 3年度 12 月 10 日付での収支報告につい
て説明があった。
２　令和 4年度予算の概要（大村理事）
令和 3年度の決算報告に基づいての予算の説
明があった。
３　令和 4年度事業方針案
・�定例事業として写真展（協会展、公募展、
選抜展、各支部展）、合同撮影会、研修会、
例会セミナー（月例会）、会議・懇親会、
会報の発行、ホームページの活用と情報伝
達の推進、カレンダーの制作及び販売
・�特別事業として山岳写真セミナー、85 周
年記念事業計画（プロジェクトチームをつ
くり計画の立案）をする予定。
・�その他の事業
４　総会・新年会の開催と日程（岩本副理事長）
・�定期総会は令和 4 年 2 月 6 日（日）13 時
〜 16 時、上野精養軒 3階「桐の間」で開
催予定。
・�新年会について理事長が各支部長との意見
交換で中止の要望が多く、理事会で意見交
換をしたところ、2022 年度の新年会は中
止する事を決定した。
・�総会会場については 18 日午前に関係者が
上野精養軒と打ち合わせ予定。
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事務所には常駐しておりません

「夜明けの穂高岳」
松本支部　　坂本　龍志　

蝶ヶ岳への林道が冬期閉鎖となる直前に
撮影に出かけるのが毎年の恒例行事となって
いる。
ここ数年は 11 月末となっても雪の少ない

ことが多かったが、2021 年は順調に積雪が
増え、厳冬期に近い、迫力ある雪の穂高を撮
影することができた。
年が明け、八ヶ岳なども雪の多い状態が続

き、北八ヶ岳では樹氷の発達が続いている。
今年の冬は久しぶりに面白い冬となりそ

うだ。

表紙の言葉

会員往来
休会解除
　No.1140　長山　翔（両毛支部）

休会継続（1年限定）
　No.512　�梅本　知榮子
　No.1126　小林　昌弘

休会者
　No.806　�土橋　道良
　No.1117　大橋　隆志
　No.751　�栗木　譲二（松本支部）

５　協会展（祝賀会・表彰式）日程（大石理事）
・�協会展の募集要項は 1月号会報に掲載、応
募期間は 3/7（月）〜 3/11（金）、協会展開催
は 9/9（金）〜 9/17（土）、会場は東京都美術
館・2階第1展示室、一般公募入選者表彰式：
9/10（土）、祝賀会：9/10（土）の予定
・�選抜展　作品募集は 12 月会報に掲載、作
品締切 1/23（日）午前中必着。開催は 11
月〜 12 月を予定、会場はポートレートギャ
ラリーの予定。
６ 　山岳写真セミナー日程：9/13（火）は関
西支部担当、9/14（水）は山梨支部担当。
７ 　合同撮影会について：山梨支部主管の予
定、開催時期、場所は未定。
８　新年度定例理事会日程（清水理事長）
　毎月の理事会をTKPスター貸会議室とし、
第 3土曜日 13 時から定例理事会として開催
する。
９　新年度役員体制（清水理事長）
　令和 4年度の執行部の役割分担を見直しを
説明した。
10　85周年記念事業計画について
　（岩本副理事長）

　2024 年に 85 周年を迎えるので、2022 年は
準備期間として計画立案の委員会を立ち上げ
て準備する。
11　カレンダー応募案内について（大石理事）
　作品募集は 2、3 月会報合併号に掲載予定
で作品締切は 4/9（土）一日のみとする。
12　写真展審査委員改選について
　（清水理事長）
　今年度現写真展審査委員の任期終了に伴い
12/18（土）の合同理事会時に改選を行う。
投票権は理事のみ（会長、副会長、監事、委
員を除く）が投票し、上位 5名を選出する。
任期（2年）。
13　提案事項（公衆送信権、個人情報保護
対策について）
公衆通信権、慣習としての既得権、個人情報
について、11 月の理事会での決議事項を再
度確認した。理事会の決議事項に従いホーム
ページの作品データの処理作業を行う。

合同理事会　12 月 18 日（土）
　　　　　TKPスター貸会議室四谷 3F
　　　　　第 2会議室　13 時開催

2月号の予告
表　紙　首都圏（総会風景）
巻頭言　理事長

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。よろしくお願
い申し上げます。


