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| | 令和 4年 5月例 会 | | 
1.計画概要

• 新入会員歓迎を兼ねて最近作を持ちより相互交流 ・ 情報交換を行う 。

・H氏賞受賞を目標にする最近 5年以内の入会者対象。

2.期日 未定です (5月下旬予定）

3.場所 未定です (4月号に記載いたします）

4.内容 「質の高い作品作りを目指す」

5.提出作品 A4又は六つ切りのプリント

作品ごとにタイトルをつける

各自 5点以内とする

6. 講評 清水隆雄氏（当協会理事長）

◎3月例会はコロナ感染対策のため中止といたしました。

5月例会は会場が未定ですので改めて次号で発表いたします。



巻 頭 言

令和 4年度のご挨拶 と事業計画

理事長清水隆雄
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本年も宜しくお願い申し上げます。昨年も

新型コロナウイルスの影響で、いくつかの事

業が中止となり ました。幸いにも協会の最大

事業の写真展を開催できましたことは、会員

の励みとなり 、写真界にも存在感を高める機

会となり ました。

今年度も年明けから変異株「オミクロン株」

が猛威を振るっており、コロナ感染の収束が

見えない状況が続いています。令和 4年度事

業の実施につきましても 、コロナ感染防止対

策を取りながら、事業を進めて行く必要があ

ります。

創立 83年を迎える当協会は、長年の功績

が評価されて日本写真協会賞「功労賞」を受

賞しました。これを機に伝統ある会の誇りと

自覚を持ち、会員相互に切磋琢磨し、協会の

発展を願う次第です。会員皆様のご理解とご

協力をお願い申し上げます。

［定例理事会］

昨年度の理事会はコロナ感染防止対策上、

担当者会議 （業務担当責任者） と、定例理事

会の二刀流で実施しました。今年度は原則と

して第3土曜日、午後1時より貸会議室でソー

シャルデイスタンスを取りながらの開催とし

ます。

［日本山岳写真協会展・一般公募展］

東京都美術館で開催しています協会展も、

今年で 10年目になります。昨年、 5年ごとに

行っています会場使用の審査と抽選があり、

令和 8年まで 5年間の内定が決まりました。

協会展は会員皆様の発表の場としてまたと

ない機会であり、多くの参加を期待しており

ます。また山岳写真愛好家の発表の場として

一般公募を行い、会の活性化、会員の拡充な

ど、会員の励みとなるよう、新たな気持ちで

協会展開催に向けて準備を進めてまいり ます。

． 
［山岳写真セ ミナー］

協会展開催中に実施します「山岳写真セミ

ナー」は、 一般の方及び山岳写真ファンを対

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。

今年度の「山岳写真セミナー」は 2年続け

て開催中止となりました「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］

作品のレベルアップと、個性を主張する場

として設けた選抜展も、今年で 19回目を迎

えます。山岳写真を組み写真として発表する

協会独自の写真展で、全紙 2~4枚の構成で

展示します。会員どなたでも参加できますの

で、挑戦してみて下さい。

今年度は 1月に作品審査を終え、 11月な

いし 12月にポー トレート ギャラリー （東京

四谷）で開催を予定しています。

［各支部写真展・支部撮影会］

7支部の写真展開催の日程が出ておりま

す。各支部とも地元の会場で、ギャラリートー

クや、写真セミナー等で交流を図っています。

会員誘致につながればと思います。

支部撮影会はコロナの影響もあり、今年度

の支部撮影会計画の予定は、今のところ未定

です。計画が出た段階で、逐ー会報等でご案

内します。支部写真展、支部撮影会について、

協会としても支部活動に積極的に支援をお

こな っていきます。

［合同撮影会］

会員相互の親睦と、撮影技術の交流を兼ね

た合同撮影会は、山梨支部主管による「富士

山北麓」を 11月に予定しています。参加募

集等の概略が出来ましたら会報等でお知らせ

します。多くの参加を期待しています。

以上、本年度の主な事業計画を記載しまし

たが、この他にも多くの事業を予定しています。

「日本山岳写真協会」のさらなる発展に向

けて、会員皆様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
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日本山岳写真協会

令和 4年度総会開催

で

こニ
場 所

議事録

司 会

令和 4年 (2022年） 2月 6日（日）

午後 1時～ 3時30分

上野精養軒 3階 （桐の間）

（東京都台東上野公園4番地58号）

飯田信義副理事長

岩本直樹副理事長

曽布川善一理事

1 開会のことば（司会者）

本日はお寒い中、ご出席いただき まして誠

にありがとうござい ます。新型コロナウイル

ス感染拡大で厳しい状況の折、会員の皆様に

は重ねてお礼申し上げます。

司会を務め ます曽布川善ーと申し ます。皆

様方のご協力をいただきながら、スムーズに

総会を進行できればと思います。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。

総会に先たち、総会の議事録作成の書記 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 4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条一3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 417名、本日の出席

者 25名、委任状 245名、出席者合計 270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 下村

征夫 （長野県）， 西村格 （両毛支部）， 見角

隆興（北陸支部）、杉本 弘 （両毛支部）、上

野 巌 （山梨支部）の 5名の方の生前のご

活躍、ご尽力に感謝し、一同ご冥福をお祈り

した＜黙祷を捧げました。

4 会長挨拶（鈴木克洋副会長 代読）

新年、明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。

会
長
挨
拶
・
代
読
の
鈴
木
副
会
長

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

り、リモート 等も活用しています。12月中

旬の合同理事会には全国から支部長全員が出

席して新年度の事業方針を決定して下さいま

した。

本日 2月6日（日）上野精養軒での総会に

は25名の会員が出席、委任状 245名、計

270名で新年度の事業方針等の議論が行われ

ます。（現在の会員数は 12月末 417名）

東京都小池知事は、 2月 1日新型コロナウ

イルス感染者が 1万4445人と確認され、緊

急事態宣言の発令を「総合的に検討する」と

言われている最中での総会開催ですが、新年

度の事業方針を決定し環境に鋭敏な写真集団

として前進したいと思います。

5 議長の選出の件（司会者）

会則 14条一4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 3年度
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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 3年度事業報告 （清水隆雄理事長）

令和 3年度定期総会は昨年の 2月7日（日）

に上野精養軒で、新型コロナ感染防止対策を

取っての開催となり ました。支部からの出席

を見合わせましたが、出席者 29名 委任状

243名で行いました。新年会は中止としました。

7支部の総会も コロナの影響で 3支部がオ

ンライン開催、2支部が中止となり、 2支部

が通常開催となりました。

理事会もコロナ感染防止対策として、 3月、

4月、 6月、 9月、 10月は各業務責任者 7名

での担当者会議として協会事務所で開催しま

した。1月、 2月、 7月、 8月、 11月、 12月

は定例理事会として 「TKPスター貸会議室

四谷」会議室で、ソーシャルデイス タンスを

確保して開催しました。5月は新型コロナの

感染拡大で中止しました。

2022年度のカレンダー「日本の名山」は 4
月に作品募集し 5月中旬にリモート審査で

13名を選出 しました。

6月 1日に笹川記念館 （東京都港区）で日

本写真協会の授与式があ りました。2020年

に日本写真協会の「功労賞」の受賞が決まり

ましたが、コロナの影響で 1年遅れの開催で、

橋本会長代理として清水隆雄理事長と大石嵩

志理事が出席しました。授賞事由は「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、セミナーなど、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。

協会の最大事業の協会展は、 3月に作品募

集、 4月に作品審査を行いました。

審査の結果、会員の部では全倍 191点、全

紙 60点、一般公募では 65点を選出しました。

東京都美術館で 8月 31日～ 9月8日まで、

感染防止対策を取 りながらの開催となり まし

たが、約 7000名の入場者があり ました。期

間中開催予定の協会展祝賀会と山岳写真セミ

ナーは中止としましたが、 一般公募入選者表

彰式を 9月4日に上野精養軒で開催し、感染

防止対策上、公募入選者 26名と 家族 18名、

協会関係者 11名で表彰式を行いま した。

支部写真展は 6支部が開催し、 1支部が中

止しました。

第 18回選抜展「それぞれの山」には 12名

が出展し、11月 11日～ 11月 17日まで四谷

のポート レートギャラリーで開催しました。

撮影活動では 10月2日～ 3日東海支部主

管の合同撮影会を北アルプス・ 乗鞍岳で開催

鈴
木
議
長
（
副
会
長
）

し、会員 21名、一般 6名が参加しました。

デジタル研究会はテレワークで 5回開催、

例会は 3 回が (3 月． 5 月 • 6月）中止とな

り11月は開催しました。

支部長を含めた合同理事会は、 12月 18日

「TKPスター貸会議室四谷」で 24名が出席

して「令和 3年度の決算報告と 4年度の事業

計画案、予算案」などの総会準備を行いまし

た。また、写真展審査委員の任期満了に伴い

新審査委員 5名を選出いたしました。

②令和 2年度決算報告 （大村 粛理事）

報告内容は 5項目に分かれ、令和 3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 394名と家

族会員 2名との年会費、公募展 25名の入

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%）、

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%)
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公募審査費の

合計です。

支出項目は 2021年の作品梱包返却費、会

員作品返却、公募作品返却料など。

0選抜展決算 出展者 12名参加費と一般会

計からの補助費が収入金である。支出はパ

ネル製作費。

DM代、会場費、返却料、その他諸経費と

の合計です。

0授賞基金決算 収入財源は寄付によるもの

-4 -



で、支出は優良賞表彰などの記念メタルな

どの制作費用と報告した。

0事業会計決算 カレン ダー販売、事業の積

立金と繰越金との合計。

支出はカレンダー製作費、チャリティー寄

付金などが主な出費と説明した。

③令和 2年度会計監査報告

（中野監事報告代読大村 粛理事）

昨年の事業に関しましては清水理事長の報

告の通り 、コロナ禍にあっても協会展と公募

表彰式、選抜展が無事開催されました。担当

理事の方には大変ご苦労をおかけしました。

監査は令和 4年 1月 16日、日本山岳写真

協会事務所に於いて、監事、会計理事、理事

長立ち合いで収支帳簿、領収書、預金通帳な

ど関係書類を照合し監査の結果、令和 3年度

決算報告につきましては適正に記載され、正

確でありましたことをご報告いたします。

2月6日 監事中野慶一

議長 よ り令和 3 年度の事業報告 • 決算報告、
監査報告に対して，協会展、選抜展の会場当

番に協力したいので早めに連絡してほしいと

の意見が出された。これに対して大石写真展

担当理事から昨年の会場当番の担当者の配置

は各理事から対応可能な会員 を紹介いただ

き、前回の実積を考慮して決定した。 今後

も写真展担当理事から、会員全員への問い合

わせを行わない予定と回答した。

回答後、令和 3年度事業報告、決算報告、

監査報告が拍手で可決承認した。

④令和 4年度事業方針（案）（清水理事長）

昨年度の事業活動におきましては、新型コ

ロナウイルスの影響で、いくつかの事業が中

止となりましたが、最大事業の協会展が開催

できましたことは会員諸氏の励みとなり、写

真界にも存在感を高める機会となりました。

今年度も感染防止対策を取りながら、協会展、

各支部展などの各事業を進め、新入会員の拡

充を図り、会員の励みとしたい。

83周年を迎える当協会は伝統ある会の会

員としての誇りを持ち、会員相互に切磋琢磨

しながら、当協会発展と山岳写真界に貢献で

きるよう皆様方のご理解とご協力をお願いい

たします。

令和 4年度の事業方針に基づき下記事業活

動を進める。

主な事業活動

0定例事業

1 写真展 協会展・公募展・選抜展・各

支部展、協会展の巡回展

2 撮影会 本部支部合同撮影会・各支部

公開撮影会

3 例会セミナー年4回（一般参加の拡充）

4 研修会 デジタル研究会（不定期開催）

清
水
理
事
長

5 会議 ・懇親会 ・・・総会 ・新年会 ・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）

0その他の事業

＊ 会員相互の情報伝達 • 新入会員の募集推進、
理事会 ・支部組織の活動、賛助会社との協

力など。

⑤令和 4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

9月9日（金）～ 9月 17日（土）まで上野の

東京都美術館 2階第 1展示室にて開催する。

協会展作品募集は一般公募展共、 3月7日

~3月 11日まで、 JAPA事務所で受け付け

をする。すでに 1月会報に応募要項と応募票

を同封した。採用点数は協会展の約 250点、

公募展は約 70点の予定。

作品審査は 3月下旬から 4月上旬に、協会

事務所で写真展審査委員会と写真展理事が担

当する予定。

0山岳写真セミナー開催（東京都美術館講堂）

9月 13日 関西支部担当

9月 14日 山梨支部担当

0一般公募入選者表彰式 9月 10日 （土）
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上野精養軒

予定）

〇カレンダー作品の受付は 4月9日のみ受付

する。審査は 4月中旬を予定。

0選抜展 第 19回選抜展は 1月29日に作品

審査を終え、出展者 13名を選考した。11
月ないし 12月に四谷のポートレートギャラ

リーにて開催希望で、審査書類を提出する。

9月頃 「山と渓谷」誌など写真誌に掲載を

依頼する。1月 29日作品審査。

0各支部写真展開催予定 （開催順）

南信支部展 3月29日～ 4月3日

飯田移動展 （飯田市美術博物館）

両毛支部展 6月2日～ 6月5日

前橋市民文化会館

7月8日～ 7月 10日

富山県民会館

9月 19日～ 9月25日

長野県伊那文化会館

9月21日～ 9月25日

山梨県立図書館

10月 18日～ 10月23日

京都市京セラ美術館

11月 1日～ 11月6日

愛知県美術館

●事業計 画（大村粛理事）

0例会 公開で年 4回の開催予定。会場は主

に「TKPスター貸議室四谷」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日会員の会員

作品勉強会を予定している。

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，

会場など予告する。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 2月6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）

0山岳写真セミナー 協会展の開催期間中の

9月 13日（関西支部）と 14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 山梨支部主幹で富士山北麓

（忍野村）11月初旬に計画している。

詳細は 7月会報に募集内容など掲載する。

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 10日（土）上野精養軒会場

で開催を予定。

0デジタ ル研究会

2階会場 (2022協会展祝賀会

北陸支部展

南信支部展

山梨支部展

関西支部展

東海支部展

不定期開催で主にリモー

写
真
展
関
係
の
説
明
を
す
る
大
石
理
事

トで開催予定。ホームページや会報で予告

する。

そのは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。4月9日のみ

受付

⑥令和 4年度予算（案） （大村粛理事）

今年の事業方針に基づき、写真展事業と一

般事業と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 410名を、家族会員 2名、公募展の入

会金 35名分を想定した予算を計上した。

感染症で山行活動自粛と高齢化で会員減少

で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

助費、その他である。

全体的に感染症が終息予定とし実積を基に

支出を計上したと報告。

0写真展関係予算案

＊収入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。

一般公募の入選者の入会に期待したい。

＊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、一般公募入選者表彰

関係費、作品返却料など。

＊選抜展予算 一般会計からの補助費と参加

者出展料の合計。

支出は写真展製作費、会場費、 DMはがき、

その他諸経費です。

-6 -



＊授賞基金予算案

優良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。

＊事業会計予算案 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 4年度の事業方針、一般会計予算案、

写真展予算案、選抜展予算案、授賞基金予算

案、事業会計案が拍手で可決承認した。

⑦行部役割分担報告（清水隆雄 理事長）

●令和 4年度執行部役割分担

会長橋本勝 （会統括・渉外）

副会長川井靖元・鈴木克洋 ・花香勇

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 （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 IT（兼写真展）
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関口俊夫 （写真展）

曽布川善ー（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）

●支部長紹介 （司会者より各支部長を紹介）

佐藤孝也 （東海支部長）

山下豊吉 （関西支部長）

藤野 真 （松本支部長 1月支部総会で就任）

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）

⑧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

に作業を予定している。

0ホームページ関係では昨年の理事会で掲載

期間が変わりました。

別館の写真展の作品画像をサムネールで掲

載していましたが、今後は次の写真展迄の

1年間掲載とな ります。(4月までに全て削

除される予定）

OI・Tは2名が担当、鈴木理事 （毎月のホー



副
会
長
席

ムページの更新作業、 I・T全般）

上ヶ平理事（別館アーカイブの更新で写真

展作品、例会行事など掲載）会員専用ペー

ジの更新、新 WEB・ フェイスブックの随

時更新。

0掲載希望者は直接担当者に連絡する。（会

員活動情報，個展など）。 HPでは 3ヶ月

前から掲載できます。フェイスブックは随

時掲載できます。

0会員専用欄は「パスワード」で管理してい

ます。パスワードは会員証の裏に掲載、毎

年変更する予定。

(1年間有効ですが、会員外への漏洩にご

注意願います。）

OIT担当者は他の業務と兼務してお り、写

真掲載の情報はデーターでメール送付をお

願いします。

⑨其の他

0協力宿泊施設について （参考資料として

80か所を添付） （担当川井靖元副会長）

＊営業形態が複雑で管理事務所と小屋を掲

載。連絡先の電話番号の変更を修正した。

＊コロナ禍で利用者が減少して宿泊費などが

値上げされた。

＊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、宿泊費などを確認しご利

用ください。

＊協力宿泊施設と当協会は毎年割引などの更

新契約はしておりませんのでご了承下さい。

⑩議長退席

令和 4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。

7 優良賞授与式 （大石高志理事）

受賞者 3名欠席で紹介のみ。

会場に三賞写真 (A4版）・表彰状 ・記念

メタルを展示。

2021年協会展優良三賞

0風見武秀賞熱田行宏

「季節の移ろい」

0羽田栄治賞矢吹

「躍動の大地」

OH氏 賞塚本克博

「火星大接近の夜」

以上 3名の受賞者を紹介した。

8 各支部 令和 4年度事業計画概要報告

（岩本直樹副理事長）

●東海支部 （佐藤孝也支部長支部員 15名）

1月 23日 支部総会出席 9名 ・委任 9名

（東生涯学習センタ ー）

夏山フェスタ 6月 11日～ 6月 12日

ウインク愛知（愛知県産業労働センタ ー）

支部撮影会予定 6月 19日～ 20日

秋期支部撮影会 10月 1日～ 2日

支部写真展 11月 1日～ 11月 6日

愛知県美術館

冬山フェスタ 11月下旬

ウインク愛知 （愛知県産業労働センター）

●関西支部 （山下豊吉支部長 支部員 29名）

支部総会 1月 23日 資料配布に よる議

決新年会は中止

六甲山植物園フォ トセミナー計画 (5月 ・

6月 ．9月）

第 25回 関西支部展

10月 18日～ 10月 23日

京都市京セラ美術館本館 2階南回廊

11月 支部拡大役員会開催予定

(2023年度事業計画 ・総会準備など）

本部主催 9月 13日 山岳写真セミナー

で講演（東京都美術館講堂）

●松本支部（藤野真支部長支部員 26名）

支部総会 1月 30日 （役員改選で藤野支

部長を選出） 出席 17名 委任 8名 （松本

市松南地区公民館）

例会 ・支部撮影会など新コ ロナ感染症対応

氏

雄治郎氏

氏
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理
事
長
・
役
員
席

で活動計画を予定する。

支部写真展 11月 30日～ 12月 4日

松本市美術館

今年度から支部展は松本支部会員のみの展

示とすることを決めた。

●両毛支部（緑埜公一支部長

支部総会 6月 5日予定。

（前橋市民文化会館）

支部写真展 6月 3日～ 6月 6日

前橋市民文化会館

支部創立 40周年記念事業 （記念写真集発

行の予定）

支部撮影会 時期 ・場所など未定

員会を年 5回程度開催予定。

●山梨支部 （福島静雄支部長

支部総会 2月 12日

山梨県立図書館会議室

支部写真展 9月 21日～ 9月 25日

山梨県立図書館会議室

本部主催セミナー 9月 14日開催 山岳写

真セミナーで講演 （東京都美術館講堂）

2022年度事業 支部創立 40周年記念事業

の計画

合同撮影会 （山梨支部主管）

11月初旬 富士山北麓 （忍野村）

支部例会 ・支部撮影会など計画

会員募集など

●南信支部 （津野祐次支部長 支部員 18名）

支部総会 リモー ト開催 （役員改選、事業

計画など） 新年会 （中止）

支部写真展 第 26回飯田移動展

3月 29日～ 4月 3日 飯田市美術博物館

第 27回南信支部写真展

9月 19日～ 9月 25日 伊那文化会館

展示期間写真セミナー開催。

3月～ 12月写真研究会 毎月開催予定。

支部撮影会 7月上旬予定 10月例会など

●北陸支部

（高見 源彰支部長支部員 14名）

支部総会 1月 15日 出席 10名 委 任状

2名 （富山県民会館会議室）

支部員 35名）

支部役

支部員 8名）

新年会は中止

春山撮影会 5月予定 （期日 ・場所未定）

支部写真展 第 30回北陸支部写真展

7月 8日～ 7月 10日

富山県民会館 3階ギャラリ ー

支部秋山撮影会 10月上旬 （時期 ・場所

未定） 10月開催の関西支部写真展に出展
マ r
了疋o

立山自然保護センター展に会員作品出展予

定 10月～ 11月中旬

9 写真展審査員改選報告（清水隆雄理事長）

合同理事会 (12月 18日）で任期満了に伴

う写真展審査委員改選投票 （理事 20名投票）

を実施した。

投票の結果 5名の委員を選出した。

鈴木克洋 （審査委員長）

清水隆雄（副審査委員長）

（審査委員 3名）

大石高志 ・川井靖元 ・鈴木菊雄

以上 5名が 2年間 （令和 4年～令和 5年）

写真展審査員を担当する。

10 新入会員の紹介 （岩本副理事長）

昨年 1月から 12月までの新入会員は全員

が一般公募入選者の方で 26名が入会されま

した。

首都圏 14名、関西圏 5名、北海道 ・東北

3 名 • その他 4 名です。 本日の定期総会には
新会員の出席はなく書面紹介としました。入

会されたらイベン トに是非参加していただき

たい。

また、退会者の主な理由は高齢化に伴う体

調不調、コロ ナ禍で山行が思うようにできな

いなどです。

コロナ禍が終息に向かえば入会者も増える

ことに期待したい。

1 1 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 4年度の定期総会を閉会いた

します。
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令和 4年度 (2022年）事業計画 企画・総務委員会

日 程 行 事予定 会場・備考

1月中旬 会計監査 （会計理事 ・監事） 各委員会 ・執行部役割分担

1月 22日（土）理事会 定期総会の準備 ・選抜展応募日 1/23 事務所当番表 ・理事会日程予定

2月 6日（日） 令和 4年度定期総会 事業計画・会計決 上野精養軒 3階会場

算承認 ．f9算案承認 新年会（中止）

3月 7日（月）～11日（金） JAPA展・ 一般公募展の作品応募期間 JAPA事務所

（会報 3月号休刊）

3月 26日（土） 予定 3月 例 会 （会員作品研究会） TKPスター貸会議室四谷

4月上旬予定 2022年度 JAPA展・ 一般公募展審査 写真展審査委員会 ・事務理事

4月 9日（土）のみ カレンダー作品応募日 （採用作品は5月会報） JAPA事務所

5月 28日 （土） 予定 5月例会テーマ未定 TKPスター貸会諧室四谷

6月 25日（土） 予定 6月例会テーマ未定 TKPスター貸会譲室四谷

7月 協会展 ・公募展作品準備

8月 一般公勢入選者表彰式の準備 各担当理事

9月 9日（金） ～ 2022一 日本山岳写真協会写真展 東京都美術館 2階第 1展示室

9月 17日（土）無休館 一般公募入選作品展

9月 13日（木）・ 14日（金） 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 10日（土） 一般公募入選者表彰式 上野精養軒 2階会場

2022日本山岳写真協会展祝賀会予定 看板類準備 3階 宴 会場

11月初旬 (8・ 9月会報） 合同撮影会（山梨支部主管） • 富士山麓 山梨県忍野村

理事改選承認願い (10月会報に同封）

11月 26日（土） 予定 選抜展 11月初旬予定 ポートレートギャラ リー

11月例会テーマ未定（会報 11月号休刊） TKPスター貸会議室四谷

12月中旬 合同理事会(5年度事業計画と予算案審議） 各委員会 ・各支部事業計画案

総会準備作業（各委員会） TKPスター貸会議室四谷

1会員の皆様へ I

◇例 会・・・年 4回を開催予定。会員講師、会員外講師など予定。会員外の方もお誘い下さい。（参加費無料）

日程、内容等は会報・ホームページなどに予告を掲載。

◇選抜展 ・・・組写真又連作写真を全紙で展示。新入会員、若い方からベテランまで個性豊かな作吊発表の場と

してご活用下さい。協会では出展助成もあります。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・オンライン開催等会報・ホームページに予告）

◇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） （協会展会場・各支部展等で販売）

◇ホームページの充実と活用・・・協会展・選抜展の作昂掲載、会活動の紹介、個展や個人の写真活動紹介。

■当協会は創立 83年を迎える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ます。

会員育成の為、研究会・例会・合同撮影会・協会写真展・選抜展・支部展・出版などのほか、総会・

新年会・協会展祝賀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 4年度 (2022年）写真展関係事業計画 写真展委員会

項 目 日本山岳写真協会展 一般公勢写真展 選 抜 展

写真展名 日本山岳写真協会展 日本山岳写真協会展 日本山岳写真協会 選抜展

「2022ー山 ・われらをめぐる世界」 一般公募写真展 「それぞれの山」No19

目 的 写真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•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 四季の山岳娯観窟山野の動植物 四季の山岳景観富山野の動植物 四季の山岳景観 （国内のみ）

応募期間 協会展 一般公募入選写真展 応募日予定

3月 7日（月～3月 11日（金） 3月 7日～3月 11日 (2022年 1月 23日（日）

審査 4月上旬予定 協会展と 同期間 1月末予定

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 250点 全紙約 70 点 全紙 組み写真約 12~15組

展示会場 東京都美術館 2階第第 1展示室 H本山岳写真協会展と同会場

セミナー 山岳写真セミナー （都美講堂） ポートレー トギャラ リー

9月 13日と 9月 14日予定 一般公募入選者表彰式 （東京四谷）

祝賀会 協会写真展祝賀会 9月 10日予定 9月 lO日 ［上】

会場 上野精餐軒 3階宴会場 上野精簑軒 2階会場

展示期間 9月 9日（金）～9月 17（土） 協会展と同期間 2022 「それぞれの山 No19」

休館日なし 写真展 11月～12月頃予定

備者 ＊会報 1月号に募集要項掲載 *l月頃山岳誌 ・写真誌 2・ 3 ＊山岳誌 ・写真誌 9月頃掲載

＊山岳誌／写真誌 7• 8月号 月号に募集要項掲載依頼 ＊報道関係に掲載依頼

に渇載依頼 ＊入選者作品雑誌掲載依頼

●カレンダー作品 「日本の名山」 応募期間 2022年 4月 9日（土）のみ 審査日 4月上旬

応募要項 会報 2• 3月号に掲載

令和 4年度 (2022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 10月 18日（火）～10月 23日（日）

本館 2階南回廊西側

東海支部展 「山 ・日然と の対話」 愛知県美術館8階 11月 1日（火）～11月 6日（日）

北陸支部展 2021 「山の断箪」 富山県民会館 7月 8日（金） ～7月 1OH (H) 

3階ギャラリー 3階ギャラ リー

松本支部展 21'山の便り 」 松本市美術館 l 1月 30日（水）～12月 4日（日）

飯田市美術博物館 3月 29日 （火）～4月 3H （日）

南信支部展 「貌 ・季節の中で」 （第 26回飯田移動写真展）

長野県伊那文化会館 (27回展） 9月 19日（月） ～9月 25日（日）

山梨支部展 「山 ・美しい姿」 山梨県立図書館 9月 21日（水）9月 25H （日）

両毛支部展 「山 ・すばらしい自然」 前橋市民文化会館 6月 2日（木） ～6月 5日（日）
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日本山岳写真協会令和 3年度 (2021年）事業報告 (l/1,....,_,12/31)

実施日

1/8 

1/11 

1/12 

1/13 

1/16 

1/16 

1/17 

1/21 

1/24 

1/31 

2/7 

2/20 

3/5 

3/6 

3/12------3/16 

3/18 

3/25 

3/29,..._,4/ 4 

3月末

4/3........,4/4 

4/ 6-----4/ 11 

4/10 

4/15 

5/20 

5/29 

6/1 

6/3-6/6 

事業内容

新年会中止のお知らせ（招待者 23か所へ発送）

会計監査監事・ 会計理事（回覧監査）

選抜展応募者 12名・作品整理・個別審査

デジタル研究会 2021年の展沼 13名

1月定例理事会 16名

北陸支部総会 出席 9名 ・委任 4名

東海支部総会 オンライン 15日資料配布 10名

南1言支部総会（役員会など） 総会資料配信

関西支部総会 オンライン方式で開催

松本支部総会 （延期）

日本山岳写真協会定期総会 会員数 431名

出席者 29名 ・委任状 243名（正副会長継続承認） （ 

2月定例理事会

山岳写真セミナー会場抽選確定 9月 2・3日決定

山梨支部総会 7名

協会展 ・公募展応募作品受付期問

3月 担当者理事会 8名

デジタル研究会 春山撮影ガイド（テレワ ーク方式）

南信支部 第 25階「貌季節の中で」飯田移動展

デジタル研究会 晩秋の撮影地 テワーク方式 12名

会員名簿 2021年版発行 (4月会報同封）

2021年協会展 ・公募展作品審査（審査委員会他）

会員応募 262点内 251点採用 ・公蒻 91点内 69点採用

関西支部展 ・企画展 ・支部選抜展

カレンダー作品受付応募者 44名

4月 担当者理事会 6名

5月担当者理事会 感染症予防のため （中止）

5月例会 感染症予防のため （中止）

実施場所

総 務

]APA事務所

各写真展審査員

テレワーク方式

TKPスター貸会議室四谷

富山県民会館

参加者

会員にメール配信し承認

各自

上野精養軒 3階ホール

同上

TKPスター会議室四谷

東京都美術館講堂

山梨県立図書館

JAPA事務所

JAPA事務所

各自宅

飯田市美術博物館

各自

JAPA総務

JAPA事務所

京都市京セラ美術館本館 2階

JAPA事務所

JAPA事務所

各自メール会議

TKPスター会議室四谷

日本写真協会賞 2020年度 「功労賞」受賞 2名出席 笹川記念館

両毛支部写真展「山 ・すばらしい自然」 栃木文化会館

-12 -



6/5.---...,6/6 

6/10 

6/12 

6/17 

6/20 

7 /9,...._,7 /11 

7/13 

7/17 

8/21 

8/31-----9 /8 

9/2 

9/3 

9/4 

東海支部巡回展 ・夏山フェスタ

両毛支部総会

写真展担当 • 他担当責任者会議

6月 担当者理事会

救急救命講習会

（中止）

（中止）

7名

（中止）

ウインクあいち

栃木市文花会館会議室

JAPA事務所

JAPA事務所

麹町消防署

北陸支部展 第 29回「山の断章」 2021 富山県民会館 3Fギャラリ ー

デジタル研究会テワーク方式夏の撮影地ガイド 参加 13名

7月定例理事会 14名 TKPスター貸会議室四谷

8月定例理事会 17名 TKPスター貸会議室四谷

日本山岳写真協会展 「2021山・われらをめぐる世界」 東京都美術館 2階第 4展示室

展示会員 251名 ・公募 65名 （災害復興支援チャリティ） 入場者約 3000名

山岳写真セミナー「六甲山の魅力」 関西支部 東京都美術館講堂 （中止）

同 上「甲斐の山々は魅力がいつばい」山梨支部 同 上 （中止）

一般公募入選者表彰式 入選者 26名 ・家族等 18参加 上野精養軒 2階藤の間

協会役員11名・

9/15,.....__,9/20 I南信支部写真展「貌 ・季節の中で」 長野県伊那文化会館

]APA事務所9/16 9月 担当者理事会 6名

10/1 第 84回 デジタル研究会「秋山撮影に向けて」 11名 テレワーク 各自

10/2---10/3 合同撮影会 乗鞍岳（東海支部主幹） ,26名 乗鞍岳銀嶺荘泊

10/21 I 10月 担当者理事会 9名 ]APA事務所

11/2----11/7 松本支部展 「21‘山の断章」 （中止） かんてんばばショップ松本

11/11,...__,11/17 第 18回選抜展「それぞれの山」 全紙出展 12名 ポートレートギャラリー

11/14 両毛支部撮影会 裏妙義もみじ谷 （中止）

11/16-----11/21 

11/20 

11/24---11/28 

11/27 

12/11 

12/18 

東海支部展「山・自然との対話」

午後定例理事会 令和 4年事業計画等

山梨支部展 「山 ・美しい姿」第 14回展

11月 例会会員作品研究会

14名

8名

愛知県美術館ギャラリー

TKPスター貸会議室四谷

山梨県立図書館

TKPスター貸会議室四谷

12月定例理事会 総会審議事項の承認 13名 TKPスター貸会議室四谷

合同理事会 令 3年度事業報告 ・決算、予算案報告 TKPスター貸会議宰四谷

令和 4年度事業計画（各支部共）総会準備 24名

●写真展審査委員改選選挙（任期 2年） ・20名投票 |TKPスター貸会議室四谷

5 名選出 （大石 ・ 川井• 清水・鈴木 （克） ・鈴木 （菊）
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令和 3年 (2021年） 会員往来写真展報告ー1

:~二：三：：三）l／人（流展
展示会場

旅館たにがわ

ギャラリーレクラン（安暴野rfi)

富上フィルムフォトサロン東以1/22.........,1/28 

1/28,....__,2/3 

2/6~2/14 

2/6~2/l9 

3/22,.....,3/28 

4/l~4/8 

4/6,......,,4/1 l 

4/9~4/14 

4/10~4/18 

4/22,...__,4/25 

4/23,...__,4/28 

4/30~5/6 

5/14~5/50 

5/21,....__,5/27 

6/9,.,__..,9/21 

6/10,....__,9/9 

8/3,--..,8/9 

8/ 7~8/ 16 

9/10,--....,9/16 

9/10,....__,12/9 

9/16,,...__,9/21 

川井靖元写夷展 岳・｛け仰 ・民＿

4月大阪展． 6月名古｝登展

（延期）

写団創美‘・ザ貞展V デジタ ルクロームの芙 4名 （中止） Iポートレートギャラリー

第 5回手漉き紙 冨頂文化風殷？j.真展 3名 静岡県湖西市アニティプラザ

大島隆義写真展 2021 あずみの写真交流展 ギャラリーレクラン

保谷フォト クラプ写頁股 ［四季の情談～魅せられて」 1名 東京芸術劇場アトリエイースト

川井靖元写貞展 「岳 ・信仰 ・民」大阪展

関西支部展 （介画展） 「同期同年二人展」

大島隆義写真展 「宝 剣」

新井 靖雄写頁展 「雪の屋久島」

同 上（巡回）艮）

3名

川井靖元写貞展 「岳 ・信仰 ・民」6月名古屋展予定

四季のいぶき写真展 1名

富士フィルムフォトサロン大阪

京都市京セラ美術館本館 2陪

成都 AMS写真館ギャラリー2

屋久島役場内屋久島フォーラム

民久島環境文化センター

富上フィルムフォトサロン札幌

岱寸：フイルムフォトサロン東京

ニコン ・ヤマケイ写真熟 OB写真展 4名 富上フォトギャラリー銀座

第 42回 SSP展［自然を楽しむ科学の眼］ 2名 （中止） 富士フィルムフォトサロン東京

仝日本山岳写真協会写呉展 国立新美術館 2階展示室

肖木健次 ・律了2 写真展 「感動の山々 に感謝を込めて」 橋本勝谷川岳フ ォ トギャラリー

尾身博之フォトエッセイ展「 H本の文学を旅する」 みなとみらいギャラリーB

フォトクラプ光影創立 25周年写真展 l名出展 伊那市かんてんぱぱ Aホール

川井靖元写真展 「アンデスの秀峰を巡る旅」 富士フォトギャラリー銀座

鈴木菊雄写真展 「感動の世界の山 ・日本の山」 橋本勝谷川 岳フォトギャラリー

伊東明弘 ・大島降義 ・鎌倉國光写真展 「山重奏」（中止） 伊那市生涯学習センター

ll/ll~11/l6 I第43回 山岳写真同人四季写貞展 「我が心に映る山」 Iヒルトヒ°アアートスクエア

11/12'"'-'ll/18 

11/23,....__,ll/28 

12/2'"'-'12/8 

12/3"-'12/9 

12/3'"'-'12/9 

TKフォトクラブ写真展 四季の彩晟

伊藤睦雄写真展 山 ・季節の出逢い 「染まる山」

アルベンフォトクラブ与真展 「心に映える山々 」

ASA写真展 「岳」山稜の光彩

KA風呆写貞塾 「彩利の瞬間」
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4名 I富士フォトギャラー銀座

かんてんぱばホール Bホール

8名 ポートレートギャラ リー

1名 富士フォ トギャ ラリー銀座

1名 富十フォトギャラリー銀座



令和 3年度 (2021年）会員往来 出版その他活動報告ー2

●新井靖雄氏（埼玉県在住）写真集出版「雪の屋久島」

モノクローム 70点 発行言叢社定価 3800円税別

●いちのへ義孝氏（青森県在住） 出版

＊山と高原地図「八甲田 ・岩木山」2021年版 「昭文社」単独出版

＊山と渓谷社出版 日本百名山 ・登山ガイド（上） 共著

山と渓谷社出版 日本百名山地固帳（改定版） 共著

●佐々木信ー氏 （フォト信州社長） 「山並み大図鑑」出版 信濃毎日新聞社刊

25 cm X 26. 5 cm 170頁 定価 2,200円（税込み）ビューポイント掲載

●輿水忠比古氏 「花咲誇る南八ケ岳」 「南八ケ岳山裾に咲く花」写真集 9月限定出版

A5版 120P 印刷 ラスクル（株）

● 山崎裕一写真集 「麗峰巡歴」2021年 3月出版 出版社（株）プラルト（長野県松本市）

ネパールヒマラヤ山系その他の山岳写真集 70頁、 23X 20. 5自費出版（東京都在住）

●社団法人 日本写真協会より 2020年度 「功労賞受賞」報告

2021年 6月 1日（写真の日）コロナ禍で 1年遅れの、日本写真協会の表彰式が笹川記念

館（東京都港区三田）で行われた。当協会から清水隆雄理事長と大石高志理事が出席。

表彰事由

「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。その功績に対して 2020年日本写真協会賞

を贈ります。」 日本写真協会宗雪雅幸会長から受賞しました。

受賞には表彰状のほかに記念の賞牌をいただきました。

＊東京都美術館開催の 「2021一日本山岳写真協会展」会場には受賞記念の功労賞、記念

品、受賞者の記念写真パネル等を掲示し、多くの来場者に見ていただきました。

●2021年協会展優良賞授与式 (2月 6日）上野精養軒 3階「桐の間」

写真展審査委員会は今年の協会展優良賞の 3作品を選考した。

＊ 風見武秀賞 熱田行宏氏 「季節の移ろい」

＊ 羽田栄治賞 矢吹雄治郎氏 「躍軌の大地」（阿蘇中岳）

* H 氏 賞 塚本克博氏 「火星大接近の夜」

令和 4年度定期総会の席で、3氏に表彰状と記念メタルが橋本会長から授与されます。

選考作品講評は写真展審査員長

●2022年度日本山岳写真協会 「日本の名山」カレンダー制作

会員 13名の作品を採用。

●東海支部 「冬山フェスタ」参加 12/18"-'12/19 「ウインクあいち」

「山 ・自然との対話」巡回展 支部会員（全倍等 20点展示）

大島隆義氏が講演 愛知県産業労働センター会場

● 山岳誌・出版社発売の 2022年度 カレンダーに会員約 30名が作品提供。
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日本山岳写真協会 2月 6日定期総会 支部事業計画概要 l月末

東海支部

佐藤孝也

15名

関西支部

山下豊吉

29名

松本支部

百瀬典明

26名

両毛支部

緑埜公一

35名

山梨支部

福島静雄

8名

南信支部

津野祐次

18名

北陸支部

高見源彰

1 4名

1月23日支部総会出席 委任状

生涯学習センター・夏山フェスタ参加 (6月 11日・ 12日）

支部攘影会 6月 19巳～20日・ 10月 1日～2日

支部写真展 11月 1日～6日 愛知県美術館

冬山フェスタ参加 11月下旬

支部総会・新年会 1月23日 （中止）総会資料配布

六甲山植物園フォトセミナー (5 月 •6 月 •9 月）

第 25回関西支部展 10月 18日～23日京都市京セラ美術館

1 1月支部拡大役員会（次年度の事業計画 ・総会準備）

本部山岳写真セミナー参加 9月 13日 東京都美術館講堂

支部総会 1月30日（役員改選） 新支部長に藤野頁を選出

例会 ・支部撼影会・支部写真展は感染状況で活動予定

支部写真展 11月30日～12月4日 松本市美術館予定

支部写頁展 6月3日～6月6日 前襦市民文化会館

支部創立40周年記念 記念写真集発行予定。

支部総会 6月5日予定 前橋市民文化会館

支部撮影会未定 支部役員会年 5回程度

支`部総会 2月 12日予定

支部写頁展 9月 21日～25日 山梨県立圏書館

本部セミナー参加 9月 14日 東京都美術館講堂

2022年度の事業 支部創立 40周年記念事業計画

11上旬合同撮影会 （山梨支部主管）富士北麓を予定

i 1月23日 支部総会 （中止） （役呉改選・事業計画）リモート開面

第 26回飯田移動展飯田市美術博物館 3月29日～4月3日

第 27回南信支部写真展 （伊那文化会館） 9月 19日～9月25日

展示期間中写真セミナー。 3月～12月写真研究会毎月開催

例会 （写頁研究会）は各月開催． 支部撮影会 7月上旬予定。

支部総会・新年会 1/15 （富山県民会館）

5月春山撮影会 （未定）・ 10月関西支部展へ出展

第 30回北陸支部展 7/8,.....,10 富山県民会館 2階

10月上旬秋山撮影会

10月～11月立山自然保護センター展出展
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出席

本部総会委任状

本部総会委任状

本部総会委任状

本部総会委任状

本部総会委任状

本部総会委任状



令和4年度 (2022年） 執行部役割分担（理事残任期 1年） ◎は責任者 五十音順

役職名 氏 名 担当職 役職名 氏名 担当職

名誉会長 川l] 邦雄 理事 小堀彰 写真展

会長 橋 本 勝 会統括 ・渉外 ” ◎鈴木菊雄 IT（兼写貞展）

副会長 ) 1 1)卜 靖元 lI 関l.l 俊夫 写真展

副会長 鈴木克洋 ” 曽布川 善 一 写真展

副会長 花香勇 ” 瀬戸□ 隆司 会計（兼総務）

（役員残任期 3年） // 町田佐智了・ 総務

理事長 ◎清水隆雄 理事会統括 ・渉外 ）） 緑川邦雄 写真展

副理事長 ◎飯田 信義 会報

副理事長 ◎岩本直樹 m％公e、 ス1ヵタ： 支部理事 佐藤孝也 東海支部長

理事 ◎青山 陽子 会計（兼総務） ｝｝ 山下 豊吉 関西支部長

)/ 飯 塚 光 男 企画（兼写真展） II 藤野真 松本支部長

JJ 伊藤哲哉 写真展（兼企画） I/ 津 野 祐 次 南信支部長

I/ ◎大村粛 企画（兼会計） ” 緑埜公一 両毛支部長

I/ ◎大石高志 写真展（兼会計） JI 福島静雄 山梨支部長

” 上ケ平裕彦 I ・ T // 高 見 源 彰 北陸支部長

■監事 （業務 ・会計）市場新太郎 ・中野慶

●写真展審査委員 （令和 4年～令和 5年） 大石高志 ・川片靖元 ・清水隆雄・鈴木克洋 ・鈴木菊雄

令和 3年度 (2021年） 新入会員の紹介・休会・退会その他 （令和 3年 1月1日～12月31日）

会員 新入会員其の他 会員数 417名 12/31 休会者・退会者

No 氏名 所在地 No 氏名 所在地 特休会 △1年間限定

1160 相 澤 邦夫 北海道札幌市 1180 宮田京之亮 長野県安曇野市 ■休会者 （理事会承認3年以内）

1161 石山 昌彦 北海道石狩市 1181 室井武 埼玉県さいたま市 751栗木 譲（残 1)

1162 伊 藤 信也 愛知県弥富市 1182 横井伸二 埼屯県比企郡 1117大橋隆志 ．806士橋道良

1163 伊 藤政光 埼玉県比企郡 1183 鷲尾顕一 新潟県長岡市 △512梅本知榮子

1164 岩淵幹夫 神奈川県高座郡 1184 加藤脂介 神奈川県中郡 △1126小林昌弘

1165 岡部拓 宮城県仙台市 1185 島田穣 埼玉．県比企郡

1166 沖 真弘 東京都台東区 ▼2022年 26名 ■退会者 26名

1167 國井・ 幹之 石川県金沢市 471両角隆志 ．831竹下勲

1168 黒崎純一 群馬県佐波郡 1044竹内義暢 ・1116太田周作

1169 坂 田 道郎 岐阜県土岐市 ●会費未納退会 472山本隆一 ．877森河 清和

1170 佐藤健司 愛知県名古屋市 1070 沖本 」l-．．彦 978 笠井幸雄 500竹原茂 ・1092水谷真士

1171 志 賀 和子 東京都文京区 1105 勝間田竜一 1139中村克麻 1022浅井美紀子 ．639穂苅康治

1172 清水正仁 神奈川県藤沢市 1099 山本 泰敬 1137田中雪歩 ．385宮川嘉彦

1173 高 野 久美 埼玉県蕨市 714古畑宏道・ 574佐藤有秀

1174 高橋史季 東京都叩II市 ●物故者 5名 960大谷壽史 ・1148松本畠樹

1175 徳 村 道代 長野県松本市 419 下村征夫 （長野県） 972中原良材 ・263清水武

1176 成枝祐次 東京都江東区 1141 西村格 （両毛） 1013宮下秀仁 ・1158齋藤和子

1177 西本裕貴 大阪府泉南市 166 見角 隆興 11/8（北陸） 545清水純夫 ．696井川クキ子

1178 林昭宏 愛知県豊川市 286 杉本弘 11/16（群馬県） ! 475飯野金雄 ・377兼子洋行

1179 松野 利夫 東京都練馬区 90 上野 巌 12 ・ 15（山梨） 579平林幸一 652黒岩誠
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2022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
2022年1月版

表紙トップページLT」会の概要と歴 史1 最上行に項目別にリンク

三
東海支部

関西支部

北陸支部

南信支部

■更新予定

イベント •お知らせ竺l 本部、支部写真展、会員の活躍情報・写真展など

一般公募写真面 公募要項の掲載

協会発行のカレンダーIヵレンダーの写真と解説、 購入先へのリンク

出版物の案内I協会出版物の紹介

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）
I __, 

入会 の案 内1 入会案内（入会申込書）pdf

支部の紹 各支部より寄せられた記事で構成

会員ホームページI会員HPへのリンクページ

English Inex 

最新のイベント情報やお知らせなど

協会展募集要項や、会員への各種案内など
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）

ギャラリー2（公募展作品）

ギャラリー2（選抜展作品）

（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)表紙写真は協会展作品より選んで掲載します。年間予定表を1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（小画像）を表示しています。．

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
さい。会報に掲載後に転載することもあります。

スなどの掲載を希望される場合は、早めにご連絡下

会員個人HPへのリンクを希望される場合、また中止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（コピーは日本文）にリンクします。

6)協会展募集要項や応募票(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

ホームページ別館・ギャラリーの制作と更新、 Facebook関係、 上ヶ平裕彦 kami@forest.ocn.ne.jp
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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4年度(2022)「会報」担当予定表～

:＼＼一～ 巻頭言 表紙写真

2022年 1月 会長、支部長あいさつ 松本

2月 理事長 首都園（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

2023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_l4l3_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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1月定例理事会報告

日 時令和 4年 1月22日 （土）

午後 1時～ 3時

場 所 TKPスター貸会議室四谷

3階第 2会議室

出席者飯田 ・飯塚 ・伊藤・岩本 ・大石

大村 ・清水 ・鈴木（菊）

関ロ・曽布川 ・緑川

川井・鈴木 （克）・花香 14名

〈司会〉清水 〈記録〉岩本

入退会

0退会者 932紺野勝弘 （千葉県）

922山野井直登（松本支部）

311尾身博之 （神奈川県）

1014八木嘉彦

965北澤利ー （長野県）

0所属変更 867伊藤 哲哉（本部→山梨支部）

1001田村裕 （本部→北陸支部）

173富田 治夫（関西支部→本部）

1180宮田京之亮

（公募） （本部→松本支部）

0逝 去 90上野巌

（山梨支部 2021 ・ 12 ・ 15) 
以上 退会 5名と所属変更 4名を承認した。

報告事項

＊総務 （岩本副理事長）

賛助会社、団体など23カ所に新年会中止の

お知らせを 1月中旬に送付した。

2022年理事連絡表、理事の週当番表と清掃

当番表を配布した。

＊会計 （大村理事）会計監査を 1月 16日に

協会事務所で監事、会計理事、理事長、5
名で監査した。

＊会報 （飯田副理事長）1月号は 12頁構成

で会長挨拶、各支部長新年挨拶など掲載。

協会展の応募要項・応募用紙 (3枚）を同封。

＊企画 （大村理事）22日午前に総会の打ち

合わせを上野精養軒に 2名で出向いた。

＊写真展 （大石理事）総会の席で優良賞 3名

の賞状と記念メタル、桐箱などを準備した。

* I/T （鈴木理事）ホームページは毎月の初

旬に更新作業を予定している。昨年理事会

で決まりました別館の写真画像の削除を進

めている。第1回分を 1月初旬に更新した。

内容は 2007年～ 2012年の協会展、選抜展、

公募展のサムネイル画像とファイルのリン

ク、 WEB画像の全てです。

次回の作業予定は 2月 1日で、 4月末まで

に作業を終わらせる予定。

予測できないことが多く、段階的に影響度

合いを確認しながら作業している。

* ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

1 令和 4年度理事会体制について

（清水理事長）

令和 4年度執行部の役割分担を報告した。

◎ 印 責 任者
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名誉会長 ・ 9•川口 邦雄

会 長..橋本勝

副会長…川井靖元・鈴木克洋

花香勇

理事長…清水隆雄

副理事長・ 9 •◎飯田信義（会報）

◎岩本直樹（総務）

理 事 ・ 9•◎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 ケ 平 裕 彦 IT
小堀彰写真展

◎鈴木菊雄 IT（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

監 事・ ・・ 9• 中野慶一

0写真展審査委員 鈴木克洋 （審査委員長）

清水隆雄（副審査委員長）

審査委員 3名

大石高志川井靖元鈴木菊雄

0令和 4年度の定例理事会は原則第 3土曜日

午後 1時か ら「TKP貸会議室四谷 3階で

開催予定。

2 総会準備について （岩本副理事長）

0総会次第 (2月 6日午後 1時～ 3時 30分

3階藤の間）

司会曽布川善一理事議長理事会で

鈴木副会長を議長候補として推薦した。

令和 3年度

事業報告（清水隆雄理事長）

決算報告 （大村粛理事）

監査報告 （中野慶ー監事）

令和 4年度

事業方針（案） （清水隆雄理事長）

事業計画（案）

（大石高志理事 ・大村 粛理事）

予算案（大村粛理事）

執行部役割分担報告 （清水隆雄理事長）

ホームページ関連 （鈴木菊雄理事）

其の他 （協力宿泊施設情報など）

優良賞授与式 （写真展担当理事）

出席予定の熱田行宏氏が受賞 講評予定

支部事業計画報告（出席支部長）

写真展審査委員改選報告（清水理事長）

新入会員報告 （岩本副理事長）

0総会出席者報告出席予定者 30名

委任状 223 会員数 414名

渦半数以上で総会成立を確認した(1/26付）。

3 写真展関係 （大石理事 ・鈴木理事）

0 2022協会展作品応募と審査



協会展作品応募要項、応募用紙は 1月会報

に同封する。

応募期間 3月7日 （月） ～ 3月 11日（金）

の5日間とする。公募展も協会展と同期間。

作品審査は 4月上旬 ]APA事務所で写真

展審査委員と応援理事数名が担当する。

0協会展 ・公募展 ・入選者表彰

2022年 9月9日 （金）～ 9月 17日 （土）

9日間 休館日なし。東京都美術館 2階第

1展示室

0一般公募入選者表彰式 9月 10日 （土）

上野精養軒 2階

協会展祝賀会 9月 10日 （土）

上野精養軒 3階予定

0山岳写真セミナー （東京都美術館 ・講堂）

2月20日～ 28日抽選申し込み

9月 13日 （火） 午後 2時～ 4時

関西支部担当

9月 14日 （水） 同上 山梨支部担当

0選抜展 選抜展の応募作品は 1月 23日受

付予定。作品審査は 1月29日 （土）に協

会事務所を予定。

2022年2月末審査作品をポートレートギャ

ラーに提出予定。

写真展 11月～ 12月頃の開催予定。

02023カレンダー作品募集 募集要項は2・
3月合併会報に掲載する。

4月9日（土）のみ受付 審査は 4月上旬予定

4 3月例会について

（中止の場合は予告します）

開催日 3月26日 （土）午後 1時より、会場・・

TKPスター貸会議室四谷 3階

テーマ 「質の高い作品作りを目指す」 会員

講師を予定

参加者は A4また六切プリント持参 （裏面に

題名記載 • 5枚以内）

ホームページ・会報に予告 参加費無料

5 その他
0協力宿泊施設一覧表の連絡先が管理事務所

と直接山小屋との 2種類表記されている件

で意見交換した。

0定期総会で各支部長の欠席 （委任状）が予

想されるので、2022年の支部活動計画を

支部長に事前に依頼することにした。

■2月6日 （土）午後 1時～ 3時 30分

令和 4年度定期総会 上野精養軒 3階

■2月 19日 （土）定例理事会

午後 1時 15分 TKPスター貸会議室 3階

支部撮影会（千畳敷カール）

1月4~5日、東海支部の撮影会が千畳敷

カールにて開催されました。

2021年度の行事として行う予定でしたが、

諸事情に より年明け早々の開催となり ました。

初日は冬型が強ま り、ホワイトアウト、 気温

はマイナス 14度と正月気分を吹き飛ばす天

候となり、撮影はできませんでした。翌日 は

晴天、マイナス 20度、爆風吹き荒れる中、皆、

気持ちを奮い立たせ、カール内へ踏み込み、

それぞれのポイントで、素晴らしい撮影がで

きたようです。その後無事を確認し記念撮影、

解散となり ました。2612m厳冬の千畳敷カー

ルは一晩でトレースが消え、登山者を寄せ付

けない世界となります。この日も宝剣岳で遭

難があり、ヘリコプターによる捜索がありまし

た。ロー プウェイで手軽に来られる 山岳を決

して甘く見ず、我々も肝に銘じて、安全優先

でこれからも撮影活動を続けたいと思います。
磁塁 メし、

へt

。
~ヽ

交ヽ 只` t`ヽヽ '.9り -9、
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2022年度東海支部総会報告

東海支部の令和 4年度定例総会が 1月 23

日に開催されましたので報告致し ます。会員

数 15名、出席者 6名、委任状 9名に よ り、

昨年の事業報告、決算報告、そして本年度の

事業計画、予算計画の全てが承認されました。

執行役員は継続の年ということで変わらずで

すが会計担当が諸事情に より退任し ましたの

で支部長兼会計 ：佐藤孝也、 幹事：山田育子、

事務局 ：堀秀夫・大島隆義、顧問：鎌田則雄

の体制で運営をしていきます。主な活動とし

て支部写真展は 11月 1~6日愛知県美術館

にて開催致します。支部撮影会は 6月と 10

月で 2 回行いますが、是非とも本部会員 •他

支部会員の皆さ まに参加いただきたいです。

日 程

1 1月23日（日）13 ・ 00,..._, 1 6 ・ 00 定例総会

支部長佐藤孝也

連絡いただければ受付いたしますので奮って

ご参加ください。6月 11~ 12日は恒例の夏

山フェスタに参加します。支部写真展巡回展

として作品を展示、次年度の一般公募を訴求、

多くの来場者に日本山岳写真協会の魅力を伝

え、一人でも多くの応募者そして入選者が輩

出されるよう、撮影技術・作品づくりを会場

ブースにて指導し ます。昨今の会員数減少に

よる活動予算のひっ迫は会計としても頭を抱

えており、新人発掘は急務と捉えております。

本年度の事業計画は以下の通りです。

今年も東海支部は「明る＜楽しく」をモッ

トーに活動して参り ますので、どうぞ宜しく

お願い申し上げます。

行事予定および詳細 場所

東生涯学習センター

2 5月22日（日）13 : 00 r-..J 1 6 : 00 定例会 支部写真展に向け作品候補のアドバイス 未定

3 6月11日～ 12日 夏山フェスタ参加（支部巡回展） ウインクあいち

4 6月19~ 20日 支部撮影会．長野県鉢伏山レンゲッツジ 鉢伏山荘泊

5 10月1~ 2日 支部撮影会：栂池高原など 栂池ヒュ ッテ泊など

6 10月16日（日）13 00 ~ 1600 定例会 支部写真展の打合せと作品講評 未定

7 11月1日（火）～ 6日（日） 支部写真展＆ JAPA巡回展 愛知県美術館

8 1 1月下旬～ 12月上旬 冬山フェスタ参加（支部巡回展） ウインクあいち

支部だより

令和 4年麿北陵支部総会輻皆

令和 4年度北陸支部総会を、 1月 15日出席

12名 （委任状含む）にて富山県民会館で開催

しました。今年度より田村裕会員 (No.1101)

が北陸支部に入会され、総勢 14名となりま

した。

総会に先立ち、昨年 11月に 98オで逝去さ

れた見角隆興会員 (No.166)に黙とうを捧げ

ました。見角氏は我々が常々お世話になって

いる立山黒部貫光株式会社に永年勤務され、

また北陸支部の創設メンバーとして我々 を長

年指導していただき ました。

総会では令和 3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、一昨年中止とな っ
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事務局矢尾正巳

た北陸支部展を感染対策に留意し開催いたし

ました。

今年度の行事として、 春山 ・秋山撮影会、

7月 8日～ 10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、今年度中に北陸支部 30

周年記念写真集の編集を完了し、来年度に発

行することを決めました。

【令和 4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



三枝仁也氏（山梨支部）

「美しい風景写真100人展」に
協会々員の三枝仁也氏 （山梨支部 ・山梨県

甲府市在住）は「第 17回美しい風景写真 100

人展」 （富士フイルム（梱主催）に選出され、な

おかつ「古森重隆賞」（富士フイルム最高顧問）

を受賞。古森氏の選評では「夏らしい力強い

作品、自然の強力な力を感じる」としている。

なお、東京での開催のあと、各地の富士フィ

ルムフォトサロンでの巡回展が始まっています。

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

山崎裕一写真集

「麗峰巡歴」
神宿る山々に魅せられて

-23 -

国

協会々員の山崎裕一氏 （会員

No.980 ・東京都・国文寺市在住）

はかねてより山岳写真を撮ってい

たが、近年海外の山の撮影にも力

を入れており、ヒマラヤ周辺をメー

ンにヨ ーロ ッパ ・アラスカ ・パタ

ゴニア等と幅広く撮影。この程そ

の写真集を自費出版した。

作品は約 70点余で、山のほかに

も花 ・風景なども掲載されている。

写真集サイズ ・ヨコ 23cm、タテ

20.5cm。希望者は山崎裕一氏まで

（信）



第 42回 SSP展

「自然を楽しむ科学の眼 2021.....,,.__,2022」

第42回SSP展「自然を楽しむ科学の眼2021-2022」一ふ日本自然科：：：：：

戸塚字「ダンスの余顧J 隕山和男 ft:メマス週上J

冨士フイルムフォトサロン

東京展 2022年3月2S日金‘~3月31日（木；会開萱更

札幌展 2021年6月11日（金）～6月16日（水）

大阪展 2021年6月25日（金）～7月1日（木）

新潟展 水の駅「ピュー福島潟」
2021年7月248（土）～8月298｛日）

岡山展 岡山シティミュージアム
2021年9月11日（土）～10月218（木）

富山展 富山市科学博物館
2021年10月30日（出～11月28日（日）

京都展 AMS写真館ギャラリー
2021年12月10日（金）～12月15日（水）

根展 島根県立三瓶自然館サヒメル
2021年12月2S8（土）～2022年1月30日（日）

広島展 5-Daysこども文化科学館
2022年刀弓11日し金）～3月13日（日）

宮崎展宮綺県総合博物館
2022年4月298（合）～6月128（日）

sv,U本自奴H，，で員IllC川""',.102-0C'Jb 嶽京墨1代出払五菖町ぅ-6 ピ'.，力 •→9五●町池 1£,,f.. Ol l況 ！3"! f"l●"、如90団出‘O『9”htomJÎ ms”..が99oq

◎日時 7月 1日（金） ～ 7月7日（木） ほか全国 9ケ所で順次開催

◎会場 富士フィルムフォトサロン／東京

O JAPAから川口邦雄、岩本直樹が出品

I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I 

第 13回 保谷フォトクラブ写真展

四季の情屎 ～ 魅 せ ら れ て ～

（出●者）

第 13回保谷フォトクラブ写真展
四季の情景 ～魅せられて～

幻2年3月2日いか→月氾日ほ） 11:00--19:00 

東京芸術虜場アトリエイースト（地下 1F) 

「執好日」田鳥●一戴 「金慎の燻めきJ蠣在葬子

市川雪江 井上正也 及川 饒子 加藤多津生 酒 巻 祐 吉 佐 久 間 滋 佐久間俊輔
佐藤恵子 清水隆弘 関口淳子 関口弘明 関谷典雄瀬在洋子 田島健一郎

谷 恭子仁神俊雄 樋川勝男 平本美智明 益田利漬 三浦哲雄 本橋 薫

谷田川武 山本久一郎

・ 2022年 3月22日 （火）～ 3月28日 （月）11時～ 19時

•東京芸術劇場アトリエイースト（地下 1 F) 

・JAPAより谷田川武が出品
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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 残雪の姻岳 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

， 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 ・伯者大山弥山山頂 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.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 

9月 10月
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11月

日本山岳写真協会写真展

の画像を掲載

12月



支部だより

松本支部 2022年匿総会弱皆

1月30日に 2022年度松本支部総会を出席

17名 ・委任状 8名で松本市松南地区公民館

にて開催しました。コロナウィルス感染症ま

ん延防止等重点措置の適用中ではありました

が、皆さんにご協力いただき、感染防止対策

に留意しながら、短時間のうちに終了するこ

とができました。

議事に先立ち、昨年公募入会した宮田京之

亮さんと徳村道代さんの支部入会を全員の拍

手により承認しました。

百瀬支部長のあいさつに続き、 2021年度の

事業 ・会計報告及び監査報告がされ承認され

ました。続いて。役員の改選が行われ、 2022
年度の事業計画・予算が承認されました。

支部だより

事務局上鰈莫直

本年から支部展の開催方針として、合同展

はやめて、支部の単独による開催とすること

が決議されました。今まで、本部・各支部の

ご協力をいただき、多くの作品をご提供いた

だきましたことを、この場をお借 りいたし ま

して御礼申し上げます。

新役員

支部長：藤野真

副支部長：内川芳郎

事務局：上條英直・古畑茂男

会 計：遠藤甲午

会計監査：齋藤大樹

顧 問：百瀬典明

2022年度関西支部総会輻皆

令和 4年度 (2022年）関西支部通常総会

は 1月23日 （日）開催予定でしたが、新型

コロナ感染再拡大の状況を鑑み、会場に集合

しての支部総会開催を中止しました。そして

昨年同様、会員に総会資料を Eメール送付

又郵送することにより議案の確認 ・承認を得

ることと致しました。

議決された内容は、令和 3年度 (2021年）

の事業報告、収支決算報告及び監査報告並び

に役員の選任と共に令和 4年度 (2022年）

事業計画及び予算計画並びに支部規約の一部

改正でありますが、支部会員 29名の全会一

致で承認されました。

支部の最大の活動イベントであ ります関西

支部展「山との対話」は、 10月18日 （火）

-26 -

支部長山下豊吉

~ 10月23日 （日）、京都市京セラ 美術館本

館 2階・南回廊西側で開催予定です。従来の

開催時期から季節が変わりますので、ご注意

願います。（春季→秋季へ）

また、コロナ禍のため順延されておりまし

た協会展会期中開催の 「山岳写真セミナー」

の講師を関西支部事務局の山本が担当します。

(9月13日（火）東京都美術館講堂開催予定）

役員改選では、山下支部長以下前年度役員

全員が再任され、新たに青谷会員が選任され

ました。

支部規約の一部改正内容は、今般のような

“支音砕会員の招集をして総会を開催すること

が困難な場合の総会決議の有効性を担保する

ための規約の改定’を行っております。



2022年（令和4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（営業時期を確認のこと） 2022年1月現在

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 1 運絡先 TEL

【北アルプス・美ヶ原・八ケ岳など】【北アルヲス】
--------------------------------

燕山荘

゜
0263-32-1535 

ヒュッテ大槍

゜ ” 
町営大天荘

゜ ” 
大天井ヒュッテ

゜
0263-35-7200 

槍ヶ岳山荘

゜ ＂ 槍沢ロッヂ

゜ ＂ 南岳小屋

゜ ＂ 双六小屋

゜
0577-34-6268 

鏡平山荘

゜ ＂ 黒部五郎小舎

゜
II 

わさび平小屋

゜ ＂ 三俣山荘 △ 0263-83-5735 
水晶小屋 △ ＂ 雲の平山荘 △ 046-876-6001 
湯俣山荘 0263-83-5735 
笠ヶ岳山荘 △ 0578-89-2404 
太郎平小屋 △ 076-482-1418 
薬師沢小屋 △ ＂ 高天原山荘 △ ” スゴ乗越小屋 △ II 

白馬山荘 ▲ 0261-72-2002 
白馬尻小屋 ▲ ” 白馬大池山荘 ▲ II 

白馬鑓温泉小屋 ▲ ” 栂池ヒュッテ ▲ 0261-83-3136 
五竜山荘 ▲ 0261-72-2002 
キレット小屋 ▲ “ 村営白馬岳頂上宿舎 ▲ 0261-75-3788 
村営猿倉荘 ▲ ” 天狗山荘 ▲ ” 冷池山荘 ▲ 0261-22-1263 
種池山荘 ▲ ” 新越山荘 ▲ ” 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 △ 090-5535-3667 
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 △ 0263-26-3212 
涸沢小屋 △ 090-2204-1300 
岳沢小屋

゜
0263-35-7200 

唐松岳頂上山荘 △ 090-5204-7876 

横尾山荘 △ 0263-95-2421 

徳沢ロッヂ △ 0263-95-2626 

徳本峠小屋 △ 090-2767-2545 

穂高岳山荘 △ 0578-82-2150 

西穂山荘 △ 0263-36-7052 
靱澤小屋 △ 080-1968-1620 
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 △ 076-463-1617 

大日小屋 △ 090-32.91-1579 

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 
乗鞍岳肩の小屋 △ 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 （個室に割引あり）
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・・宿泊費は1泊2食で10000円～13000円程度値上げ

■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。

△ | 055-288-2421 | 

△
＿
△
＿
△
＿
△
＿
△
 

0266-74-2728 

” 0266-73-6673 

” 
” 

△ | 0278-72-5522 | 

△ | 0269-34-2606 | 

o＿△ 
0555-84-2075 
0555-84-2216 

△
＿
△
＿
△
 

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

■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円程度又は10%引き（個 ■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
室除） ん。
●各山小屋では独自の感染症対策を実施、人数制限
や休集などを事前に確認してください。

△ | 0897-59-0032 | 

△＿△ 

0187-46-2139 
0187-46-2100 
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曽布川善ー写真展

異形富士山天地

●富士フィルムフォトサロン東京

2022年4月8日 （金）～ 14日 （木）

10時～ 19時

東京都港区赤坂 9-7-3

フジフィルムスクエア内

●富士フィルムフォトサロン大阪

2022年6月3日（金）～ 9日 （木）

曽布川善ー写真展 YoshikazuSobukawa 

富士フイルムフォトサロン東京スペ→"
2022年4月8ll(金)、 4月14H̀,t,;10:00い19:00

［岬 IIは16:00まで．入は騎T10分載まで

窟士フィルムフォトサロン大阪スペ→t

2022年6月3Il冷り≫6月9日(,f.') 10:00 ≫ 19:00 
駐終liは14:OOまで、入暉了IO分薗まで

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） 青山陽子 （年会費、費用振込等） 0466-25-9663 kiyoko_a@jcorn.horne.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）

(H P) 鈴木菊雄 （協会 HP掲載依頼等）

総務より

昨年 3月に協会々員の名簿を送

付いたしましたが 2021年に入会し

た会員の方がおりますので、お届

けしてあります名簿の最終ページに

差し込んで使用して下さい。

03-3705-0224 sohmural 949@a04.itscom.net 

04 7-184-0702 suzu99@d9.dion.ne.jp 
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~ 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•町田佐智子

~ •~ ． 


