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「雪原緩む千畳敷」 大亀喜重郎会員撮影

II| 5月の月例会は中止といたします。 III

企画委員会は様々な行事を計画検討してまいりましたが、

都市部での感染者数が思うほど減らないことなどを考慮し、

当面の間は室内での例会を行わない事といたしました。

今後につきましては、オンライン例会や日帰り撮影会などを

検討してまいりますので、決定次第会報等でお知らせいたします。

企画係



巻頭言

「60 の手習 い」

関西支部板東 浩一
．
 ．

 
還暦を迎えるまで私にとっての映像芸術は

映画であった。

京都での学生時代、下宿の近くにあった

スーパーマーケッ トの2階にある映画館へ暇

さえあれば入り浸った。当時としては珍しく

邦画中心の上映で、無名の監督特集や任侠映

画、オールナイ トの日活ロマンポルノなど百

花瞭乱のスクリーンに見入り、一方で映像派

としてならした斎藤耕ー監督や成島東一郎監

督などの映像美に溜息をついた。その後もト

リュフォーやルイマル等のヌーベルバーグ、

アメリカンニューシネマなど好きな監督を

追っかけつつ、映画館からレンタルビデオを

経て今ではネット配信にフィールドは変わっ

たものの、映画は私の人生にとってかけがえ

のない存在であり続けた。

そんな私が 20数年ぶりに一眼レフを手に

したのは、還暦を前に第二の会社人生を送り

始めて 2年ほど経過した 2014年のことであ

る。初孫が生まれることもあって一味違う写

真で「ええ恰好しよう」と 一念発起してニコ

ンDfを購入、これが思いもかけない転機と

なった。今から思えばデジカメ初心者が手に

するカメラとして、 Dfは玄人好みの高価な

ギアであ ったが、発売後間もない Dfの妖艶

でレトロな仲まいに年甲斐もなく一目惚れを

した。生まれてくる孫がもたらしてくれた燒

倖だったのかもしれない。

1600万画素でありながら D4と同じイメー

ジセンサーを持つ Df、下手な腕で歩留まり

は悪かったものの、たまたま上手く撮れた豊

かな諧調できめ細かな画質に心が躍った。

ISO感度 ・シャッタースピード・露出補正は

専用ダイヤルで数値を可視化でき、アナログ

風のテイストはフィルム全盛時代のカメラを

知らない私でも十分楽しめた。1枚 1枚の写

真をあれこれ設定を考えながら撮って出来栄

えを確認するプロセスは、拙い撮影スキルを

少しずつ磨いていく勉強にもな った。

． 
Dfとの出会いは映画を超えて写真の世界

にのめり込むきっかけとなり、その後は専属

モデルと化した孫を撮影に連れ出したり、思

いつくまま気の向くままの撮影行で写真と楽

しく向きあう日々が続いた。1年ほ どたった

2015年の夏、たまたまネット検索で見つけ

た氷河公園撮影ツアーヘの参加が山岳写真の

世界へ向かう第 2の転機となった。近くの六

甲山ですら登ったことがない全くの登山素

人、登山用具ー式をーから買い揃えて恐る恐

る参加した。冷雨の中やっとのことで辿り着

いた槍沢ロッジを後に、翌朝は息を切らせな

がら槍沢沿いを登った。山肌は謡に覆われて

いたが、大曲付近に来ると目の眩むような朝

日が突然差し込んできた。すると稜線に連な

るダケカンバの白味がかった枝々が、まるで

絡み合う毛細血管のように目の前に忽然と浮

かび上がった。未だ見たことのない光の饗宴

に見惚れ、無我夢中でシャッターを切った。

歴戦の諸先輩には当たり前の山の風景かもし

れないが、この瞬間との出会いが私を山に向

かわせる動機となった。

会社勤めの合間に登った百名山もいつのま

にか 20座を超え、今年になって装備軽量化

のためカメラも D850から Z7IIへ鞍替えし

た。つくづく実感しているが、写真も登山も

還暦を過ぎた素人が簡単にこなせるものでは

ない。技術以上に経験の積み重ねも大切であ

る。還暦からの始動というハンデを背負いつ

つ、書籍やネ ット検索を参考に見よう見まね

の手習いの毎日である。フィルターの使い方、

星景の撮り方、現像ソフトの活用、テン泊ス

キル等々悩みも多い。遅々として進まぬ山岳

写真への道であるが、山で出会った感動を写

真に生き返らせる喜びは何物にも代え難いも

のがある。

縁があって関西支部に参加させていただき

ご迷惑をおかけしているが、先輩諸氏を見て

いると芦生の森や六甲山、但馬の風景等自ら

のテーマを定めて写真を撮り続けられてい

る。山岳写真術を日々精進して磨いていくと

ともに自分なりのライフワークとなるテーマ

を見つけることが喫緊の課題である。

5月号の予告

表紙北陸支部

巻頭言松本支部
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深翠森四深蕊ぷ磁深翠 3月定 例 理 事 会 議 事 録 忍 涵 磁深 翠 森 硲 深 臨 卑

日時令和 4年 3月 17日 （木）

午後 1時～ 4時

場所 日本山岳写真協会事務所

出席者 青山・飯田・岩本・大石・大村

清水・鈴木（菊） 7名

司会清水 記録：岩本

報告事項

0入退会報告（岩本副理事長）

＊住所変更会友中村正義

〒950-2002 新潟県新潟市西区 1-7-1

青山カメリア 114

＊高見源彰 （北陸支部長）

新メールアドレス gtsp@outlook.jp 

＊会費未納者 （連絡不通） 676森田武男・

1174高橋史季の 2名退会保留（会報停止）

0総務（岩本副理事長） 特に無し。

0会 計（青山理事） 会費未納者（本部会員）

14名、松本支部 2名、山梨支部 1名

すでに督促状を発送済。

0会報（飯田副理事長） 2・3月合併号を

発送したので 3月は休刊。

0企 画 （大村理事） 定例理事会・月例会

の会議室を調査している。

0写真展関係 （大石理事） 議題の中で報告。

O I. T （鈴木理事） ホームページ更新は 4
月初旬に作業予定。

***＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

1 写真展・一般公募など進捗状況

（大石理事・鈴木理事）

0選抜展 2月19日ポートレートギャラリーに

審査作品と審査書類を提出し受付票を受理。

11月中旬頃展示希望

0協会展・一般公募展 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

・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）

上野精養軒を予定

03月 7日～ 11日応募作品受付

会員応募者 244名 （デジタル 191名 ・フィ

ルム 52名 フィルム・デジタル混合 1名）

0一般公募応募者数 54名 公募同封物の

不備 (DVDに入力が無いもの、低下画質）

など、常連の応募者が多くある。4月の作

品審査の準備に応募者リス トのデー ター化

など準備をしている。

〇作品審査予定 4月 2日 （土）～ 3日 （日）

協会事務所にて写真展審査委員と写真展理
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事 3名で行う 。

0山岳写真セミナー （東京都美術館講堂）開

催を決定した。

3月5日 抽選で当選し、使用料を 3月9日

振込した。

9月 13日 （火） 午後 関西支部担当

9月 14日 （水） 午後 山梨支部担当

●2023年の協会展・一般公募展の作品募集

チラシのデザインについて検討した。

作品募集日程など4月理事会で再度検討し

て決めたい。

2 2023年カレンダー作品について

（大石理事）

2023年山岳カレンダーの応募作品の受付

の締め切りは 4月 9日 （土） 1日限 り。

応募規定や応募用紙は 2・3月合併号に同

封した。作品審査は 4月中旬予定。

カレンダーの完成は 6月頃の予定。

3 新入会員の退会減少対策について

（鈴木理事）

2月理事会で提案のあった新入会員減少対

策について協議した。もう少し具体化した計

画案について 4月の理事会に提案することに

した。

4 年会費納付について

2月理事会で検討された年会費未納者の扱

いについて再度協議し、以下のような結論に

達した。

「年会費納付の締め切り日は 3月末とし、 4

月に督促状を発送、 5月以降の会報などの送

付を停止し、12月末以って退会 （除名とする）

案を 4月理事会に諮ることにした。

其の他

〇会員名簿の記載について個人情報について

どこまで掲載するか検討した。（継続審議）

〇交通費支給について （協会展などの特定業

務に従事する場合の交通費支給について

2003年の申し合わせ条項には特定の事務

執行にあたり交通費などが特に多額に支出

される場合は理事会で決定し弁償すること

ができる。 再確認する

0リコーイメージングスクエア新宿ギャラ

リー閉鎖について

2022年 3月28日で東京新宿の事業所閉鎖。

（修理受付を除く ）。 また東京都内に新規事

業所を夏頃開設予定。

■次回定例理事会

4月 16日 （土）午後 1時 15分より

TKP貸会議室四谷 3階第一会議室



・三•
日本山岳写真協会 2022年（令和 4年）選抜展

「それぞれの山」 No.19

開催決定のお知らせ

会場 ポートレートギャラ リー

東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真文化会館 5階

四ツ谷駅 (JR中央線・東京メトロ丸の内線）徒歩 5分

期日 2022年 11月 10日（木） ～ 11月 16日（水）
10時～18時土・日・祝 11時～18時最終日 15時まで

出展者一覧 (13名）

氏名 題名 撮影地 作品数

池上撰朗 八ヶ岳秋冷 八ヶ岳 全紙 3枚 デジタル

石塚茂 雪晴れ 立山 全紙 3枚 フィルム

井村禁二 残雪の候 八方尾根 全紙 3枚 デジタル

上ヶ平裕 彦 地の隔たり 双六岳 全紙 3枚 デジタル

川瀬正博 吹雪明けて 立山 全紙 3枚 デジタル

斎藤一久 冬に向かう燕岳 燕岳 全紙 3枚 デジタル

鈴木好一 白馬岳、夏の記憶 白馬岳 全紙 3枚 デジタル

鈴木進 尾瀬の朝霧 尾瀬 全紙 3枚 フィルム

関口 俊夫 厳冬燕岳の夜 燕岳 全紙 3枚 デジタル

曽布川 善一 忘我 八ヶ岳 全紙 3枚 デジタル

根本研司 穂高・春の輝き 涸沢カール、涸沢岳 全紙 3枚 フィルム

緑川 邦雄 残雪の尾瀬・山ノ鼻 尾瀬 全紙 3枚 デジタル

山村信人 縦走路 徳島県剣山 全紙 3枚 デジタル

並びは五十音順
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|I 20 2 2年度選抜展審査報告 II 

審査日時 2022年 1月 29日（土曜）

審査会場 日本山岳写真協会・事務所

選抜展事務局 関口俊夫（理事）

審査員 写真展審査委員長 ： 鈴木克洋 （副会長）

写真展審査委員 ： 清水隆雄 （理事長）川 井靖元 （副会長）

鈴木菊雄（理事）、 大石高志（理事）

（審査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。）

選抜展は今回で第 19回となります。当協会会員を対象に 2021年 12月の会報にて募

集しました。審査会は 1月 29日土曜に協会事務所にて行いました。

応募要項は、日本の山が対象で（カラー作品、モノクロ作品）で、 2~4点での構成

として、展示サイズも全紙での組み写真として、出展作品の組・連作写真としての見

易さと、出展者の経済的な負担の軽減を図る内容にしました。応募者数は 13名、 1人

1組の応募が 10名、 2組が 3名で計 16組。カラー作品の応募 15組、モノクローム作

品の応募が 1組でした。またデジタル作品 13名、フィルム作品 3名とデジタルでの応

募が多くなりました。

応募作品の撮影月は 2月 1組、 4月 1組、 5月 1組、 6月 1組、 8月 1組、 9月 1組、

10月 3組、 11月 3組、 12月 1組、混合月が 2組です。

審査の結果、 13名、 13組で各組 3点の組み写真で合計 39作品となりました 。山域

としては、北アルプス 8組、八ヶ岳 2組、尾瀬 2組、四国 1組で、北アルプスが過半

数をしめていました。カラー作品は 12組、モノクローム作品 1組となり、モノクロ作

品が 1組入り、変化のある作品群になると思われます。

初冬から冬の作品は 4組と早春の作品 1組が、積雪期、残雪期の作品で冬山の厳し

さ、美しさなどを表現作品でした。紅葉を表現した作品は 1組、夏のお花畑を表現し

た作品 2組です。その中には、冬の星空を表現した作品もあり変化に富んだ作品とな

っています。モノクローム作品はデジタルからのモノクローム変換で四国の山域の作

品で、当協会では数少ない山域の作品で楽しみでした。

1人 1組として、各作者の組、連作の作品として表現したい内容が作品として伝わっ

てくるかを審査し、各作品のピント、露出、色彩など基本的な技術を加味して選考し

ました。またトリ ミングも判断としております。組・連作写真では、作品群としての

表現のまとまり性などが、ポイトとなります。又、 作品のタイトル（作者の意図した

表現）と、作品内容が一致しているかが重要となります。今回の応募作品は、ベテラ

ンの作者と新たに応募された方とも、組・連作としての作品のまとめ方が向上してい

るようにおもわれました。デジタルカメラからのプリントの色彩も自然な色表現で 、

以前に見受けられた、不自然な色表現はほとんどありませんでした。来年度には、新

規応募者を含め更に多くの作品が集まることを期待します。尚今回の審査会では、各

理事の方々の事務処理等のサポートに感謝します。 （大石記）
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函ぷ函 磁深翠迄疇 2月 定例理事会議事録忍森翠笠翠森磁深翠恣

日時令和 4年 2月 19日 （土）

午後 1時 15分～3時 20分

場所 TKPスター会議室四谷

3F第2会議室

出席者青山、飯田、飯塚、伊藤、岩本

大石、大村、清水、鈴木 （菊）

関口、緑川

川井、鈴木 （克）、花香以上 14名

司会清水 記録：青山

く報告事項＞

・入退会 退会者 9名

No.771市橋孝雄、 No.891 白石幸伸、

No.982鈴木昭二、 No.998 久保田冨司、

No.621中澄一之、 No.1088原田徹、

No.866堀川渉、No.924 森春夫

No.965北澤利一

逝去 No.74市場新太郎 （名誉会員）

以上、岩本副理事長より報告があり、 9名

の退会を承認した。

・総務（岩本副理事長）

令和 4年度定期総会議事録の校正が済み、

2月会報に掲載。

・会計（大村理事）

2/10，会費未納者 47名に督促状を出した。

2/15現在未納者 44名、督促状の納入期限

の明記を検討する。

・会報 （飯田副理事長）

2、3月合併号は28頁で、 2月末頃に発送予定。

総会議事録、 2021年度決算報告、 2022年

度の予算、支部だより、カレンダー応募要

項、新入会員の名簿を同封する。

・企画（大村理事）

3月 26日の例会はコロナまん延防止の為

中止とした。

理事会、例会を開催しているTKPスター会

議室が 22年 5月～ 9月まで、予約済みで

取れない為、他の会場を探す事を検討した。

・写真展 （大石理事）

2021年度協会展三賞受賞者、 3名に賞状・

記念品を発送した。（総会欠席の為）

・ IT （鈴木菊理事）

ホームページは 3月上旬に更新する。

総会が終了して理事退任と新任があり、理

事メ ーリングリスト、 ]APAメーリングリ

ストの更新をした。

＊ ＊ ＊ ＊議事＊ ＊ ＊ ＊ 

1 令和 4年度総会を振り返って

（岩本副理事長）

・出席を約 40名と予測し、上野精養軒を予

約したが全国的に コロナの感染者が多くな

り、参加者が徐々に減少した。今後会場の
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変更などを検討したい。

・司会者の準備がよく議事進行が上手く行

き、予定時刻より早く終了した。

•各支部長はコロナの為出席できないので事
前に事業計画をお願いし、纏めて代理で報

告した。

2 写真展関係 （大石理事）

・選抜展： 1月 29日 （土）事務所に於いて

13名の作品審査をし、 39点を選出した。

2月 19日にポ ー トレ ー トギャラリーヘ、

審査作品 ・審査書類を提出した。

・協会展： 2月 7日に令和 5年度・使用申請

書を都美術館に提出した。

2月 22日、令和 4年度 ・都美術館交流係

と打ち合わせ （搬入、展示、搬出等）

2月20日、令和 4年度 ・都美術館講堂 （セ

ミナー）の使用抽選の申し込みをし、 3月

上旬に抽選発表の予定。

作品受付： 2022年 3月7日（月）～ 17日（金）

（公募展とも同期間）

作品審査： 2022年 3月下旬～ 4月上旬。

協会事務所で写真展審査委員と写真展理事、

応援理事が行う 。

会期： 2022年 9月 9日 （金）～ 17日 （土）

会場：東京都美術館 ・2階第 1展示室

一般公募入賞者表彰式： 2022年 9月 10日

（土） 上野精養軒

祝賀会 ：2022年 9月 10日 （土） 上野精

養軒 （予定）

山岳写真セミナー：東京都美術館・講堂

2022年 9月 13日 （火）関西支部担当、 9
月 14日 （水）山梨支部担当

3 2022年版協会カレンダー （大石理事）

作品募集要項： 2022年 2・3月会報合併号

に掲載予定。

締め切り： 2022年 4月 9日 （土）1日のみ

審査：2022年4月中旬 協会展で販売予定。

4 3月例会について （大村理事）

3月 26日 （土）の例会を中止し 5月に延

期する。会報に延期を掲載する。

5 新入会員の退会減少対策について

（鈴木菊理事）

昨年の理事会提案に基づいて入会 5年未満

を対象に、作品力をさらに磨くための企画が

提案された。今年度についてはコロナ感染が

続いており集会形式では難しいので地方在住

でも参加しやすい郵送方式による作品講評を

6月と 11月の 2回ほど実施したい。次回の

理事会で会報での実施要項や応募用紙なども

含めて具体策を検討する。

3月理事会 3月 17日（木）担当者会議

協会事務所午後 1時より。
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●2022年6月2日（木）～5日（日）午前10時～午後5時(5日は午後4時まで）

●昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）

・会期＝ 2022年6月2日（木） ～ 5日 （日） ・会場＝昌賢学園まえばしホール

午前 10時～午後 5時 （前橋市民文化会館）

(5日は午後4時まで） 前橋市南町 3-62-1

支部だより
2022年山梨支部総会弱告

事務局清水清

2022年度山梨支部総会は 2月 12日山梨県

立図書館に於いて本部会員 5名、支部会員 2

名出席のもとで開催しました。

福島支部長の挨拶に続き、議題に入り

2021年支部事業報告、支部会計報告、本

部総会報告がされ承認されました。

2022年度支部事業計画として、第 15回支

部展は (9月21日～ 25日）山梨県立図書館

に於いて開催します。

協会展開催中の山岳写真セミナーは、八ヶ

岳、北岳、瑞謄山の 90点で行います。

本部、支部共催撮影会は 11月上旬 （日時未

定）富士北麓 （宿泊は原の家）周辺で行ない

ます。詳細につき ましては後日発表致します。

尚、新規会員獲得に向けて全員で心掛けて

いくことを確認し ました。

第0回 テジタル研究会

ハイブリッド形式 （会場 ＋テレワーク ）で開催します。

日時 2022年 5月 19日 （木）19: 00 ~ 20 : 30 

開催方式 会場参加 (8名まで） ••• 日本山岳写真協会本部事務所 （東京・四谷）

テレワーク 参加 •• • Zoom （ ズーム ） ウェブミ ーテ ィング

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 春山撮影に向けて

2. 作品講評会 （よろしければ作品 l点を ご用意 していただけ ましたら幸いです）

会場参加は、東京都の感染症まん延防止等措置に より、中止の場合があ ります。

最新情報は、]APAホームページの会員専用にてご確認ください。

-7 -



秘境チペットを行く

矢祁正人 写真展
会期令和 4年5月9日（月） ～ 15日（日）

会場 さいたま市民ギャラリー

浦和区 さいたま市役所東側広場内

時間 10時～17時（初日 12 時から•最終日 1 6時まで）

日本山岳写真協会会員 矢部正夫

〒337-0041 さいたま市見沼区南中丸976-1

内
／矢部正夫写真展

秘境チベットを行く

●会期＝令和 4年

5月 9日（月） ～ 15日 （日）

10時～ 17時

（初日 12時から、最終日 16時まで）

●会場＝さいたま市民ギャラリー

（浦和区さいたま市役所東側広場内）

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

表紙の言薬勘加暴闘麟幽幽加馳

「雪原緩む千畳敷」

南 信 支 部 大 亀 喜重郎

我が家から ヨーイどんと車で出かけ バ

ス、ロープウエイを乗り継ぎ 2時間後には

千畳敷到着です。

今年の冬は例年より寒い日が続き 諏訪湖

の「御神渡り」も期待していましたが最近

は日差しが少しずつ強くなってきました。こ

れから花々の季節は 高い峰々に雪解けを誘

い気分的にも 開放感が増してきます。

今年こそ何不自由なく 山々を撮りたい

ですね。

会員だより

協会会員の多賀谷真吾氏 （会員 No.702・ 

現・岩手県花巻市在住）は個展「海と山の

あいだー東紀州のリアス風景」展を花巻市

のけやきラウン ジで開催した。

すでに 3月中で終了となったが題名のご

とく紀伊半島の複雑に入りくんだリアス式

海岸をテーマにおこなったもの。なおこの

あと 三重県尾鷲市でも巡回展を行う予定。
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名誉会員・元副会長

市場新太郎氏逝去

名誉会員の市場新太郎氏 （会員 No.74、
東京都文京区在住）は昨年体調をくずし都

内の病院に入院加療中であったが薬石効な

く、 1月 29日逝去されました。享年 88オ、

氏は理事、副理事長、副会長と役職を歴任、

監事もつとめていました。

- ． 
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 ｀^ 


