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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

045-789-0775

ooishitk@kg8.so-net.ne.jp

（写真展） ⼤⽯ ⾼志 （協会展、公募、選抜展等）

（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

03-3705-0224

sohmura1949@a04.itscom.net

047-184-0702

suzu99@d9.dion.ne.jp

画） ⼤村 粛

（H P）

鈴⽊ 菊雄

（例会等）
(協会 HP 掲載依頼等)

「コロナ禍で考えたこと」
松本支部

藤森

正彦

か悩んでしまい、
なかなか進みませんでした。
あの風雪のなかで撮ったり、その時の仲間、
あの冬の停滞、岩の感触、それらの山行が走
馬灯ごとく思いだされました。その整理をス
キャンとパソコンでデータ化し、ナンバーで
管理しようと考えたが思うようにいきません。
できなければ、そのうちゴミとなるかな？そ
私の住む諏訪湖も明けの海で春を迎えまし

れは悲しいことであり、自分でしかできない

た。気候も昔に比べ平均気温が 1.4 度上昇と

作業なので、何とかしようと思っています。

なり温暖化しているとのことです。また、コ

近年はデジタルに変わって整理はパソコン

ロナ、コロナで振り回されて思うような山行

で簡単にでき、データを常に見られ、これほ

ができず、そのうえウクライナとロシアの戦争

ど素晴らしいツールはありません。フィルム

でますます大変な時代となってしまいました。

時代は考え考え撮影場所に行き、
そこで待ち、

若い 20 代の頃には山に行くため記録とし

シャッターを押し、期待して現像していまし

て写真を撮っていました。感動的な場面に出

た。最近のデジカメでは移動しながら何枚も

合い、山行を楽しんでいました。そのうち、

撮れ、その場で画像状態が判断できます。ま

この感動を表現し写真に写しこみたいと思う

た、
ピント合わせも自動ででき助かってます。

ようになりました。山岳会の合宿となれば重

しかし、昔に比べ、どっしりと地に足がつい

い荷物に苦しめられ、ザックのパッキングで

た写真が少なくなったように思います。私が

は最終な荷物のカメラをどこに入れようと毎

アナログで育ってきたためそう感じるのかも

回苦労しました。
また、
常に交換レンズを持っ

しれません。

て行かれず、
残念だったことを思い出します。

山岳写真は何か？最初は記録でした。岩壁、

当時は、
白黒がメインで山岳雑誌「山と溪谷」

沢登り、冬山に登り、山岳の美しさに感動し

の山岳写真月例に応募する楽しみもありまし

ました。その感動を写真に収めるため、再度

た。入選、佳作に選ばれたときは喜び、次に

その山域に近づき、カメラでねらいたい。そ

つながるよう励みました。カメラはオリンパ

の写真の一枚にでも自分の思いが現れれば感

ス「OM － 1」とマミヤ「RB6 × 7」の機種

激と充実感で最高です。

を使用していました。白黒は、冬から春の山

今、70 歳を過ぎ、次のステージを考える

稜・雪稜・雪庇・風雪などグラデーションは

ときがきました。まだ、何とか体力のある時

黒の深み、白の美しさは白黒写真は感動的に

の 5 年間くらいは、あの素晴らしい稜線での

表現できました。それを自分で現像し、印画

青から赤までの朝夕のグラデーションの写真

紙に焼き付け、またフイルムはネオパン F、

を撮れることを願って、何回も写真撮影に出

プラス X、ミニコピー、赤外線フィルムなど

かけたいと考えています。

いろいろ駆使していました。そのネガは今は
段ボール箱に眠っています。コロナ禍で山に
行く日が減る中、
古い写真の整理をしようと、
段ボール箱を物置から出しライトボックスで
一枚一枚見ているとどのカットの写真が良い
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6 月号の予告
表 紙 東海支部
巻頭言 両毛支部

2022 年日本山岳写真協会展「応募状況」及び「審査結果」
2022 年日本山岳写真協会展「応募状況」及び「審査結果」
1. 2022 年 協会展応募者数 及び 応募作品数 （会員）
： ５２名及び
（21％）
１８２枚（会員）
1. フィルム
2022 年 協会展応募者数
応募作品数
フィルム
デジタル

： ５２名（78.5％）６６４枚
（21％） １８２枚
：１９１名

デジタル
：１９１名
（78.5％）６６４枚
フィルム＋デジタル：
１名 （0.5％）
５枚（フィルム 2 枚、デジタル 3 枚）
フィルム＋デジタル：
１名
合 計
： ２４４名
合

計

（0.5％）
５枚（フィルム 2 枚、デジタル 3 枚）
８５１枚

： ２４４名

採用作品 内訳
採用
２. フィルム
採用作品： 内訳

８５１枚

２.

５２名、

フィルム ：： 採用
採用
デジタル

不採用

０名

５２名、 不採用
１９１名、不採用

０名
０名

デジタル ： 採用
１９１名、不採用
０名
フィルム＋デジタル：採用１名
（フィルム採用）
、 不採用

０名

フィルム＋デジタル：採用１名
（フィルム採用）
、 不採用
０名
合 計
採用 ： ２４４名、
不採用
：
０名
合 計
作品サイズ
作品サイズ

採用 ：： ２０３名、
２４４名、
全倍
全倍

：

不採用 ：： ４１名
０名
全紙

２０３名、

全紙

：

４１名

（フィルム採用サイズ）
（フィルム採用サイズ）
８×１０インチ － ２枚、 ４×５インチ－７枚
８×１０インチ －－ ３枚、
２枚、 ６×８センチ－１枚、
４×５インチ－７枚
６×９センチ

６×7 センチ－１０枚

６×９センチ － －５枚、
３枚、
６×８センチ－１枚、
６×7
センチ－１０枚
６×６センチ
６×４．５センチ－１９枚、
３５ｍｍ－
６枚
６×６センチ

－

５枚、 ６×４．５センチ－１９枚、

３５ｍｍ－

６枚

一般公募
： ５４名
３.応募数
一般公募

３.

応募数：：５０名
５４名
入選者

（落選

４名）

： ５０名
（落選
４名）
入選者
（デジタル
： ４９名、
フィルム
： ６×６
（デジタル
： ：５０名
４９名、
作品サイズ
全紙

フィルム ： ６×６

作品サイズ
全紙 ：５０名
準特選 ３名、
特選 １名、
特選

１名、

１名

準特選

奨励賞

３名、

ポスター・DM 葉書 採用作品
作品
： 採用作品
「早春の湿原」
４. １）ポスター
ポスター・DM
葉書

奨励賞

１名

）
）

４名
４名

４.

島田穣さん

(尾瀬)

１）ポスター
「早春の湿原」 小林喜富さん
島田穣さん
２）DM
葉書作品作品 ：： 「秋気満ちて」
２）DM 葉書作品

：

「秋気満ちて」

小林喜富さん

(尾瀬)
(北ア・涸沢)
(北ア・涸沢)

( 大石高志
( 大石高志
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記 )
記 )

2022年度協会展・一般公募展

審査総評

コロナ禍の中にあって開催へ一抹の不安はあるものの、当協会最大のイベントである日本山岳写
真協会展。併せて開催される一般公募展に向けての作品審査会が、4 月 2 日、3 日の両日、当協会
事務所で開かれました。
新規感染者が高い水準で続く第 6 波最中での審査会のため、参加者は昨年同様、審査委員 5 名
の他に最小のスタッフで三密を避け、マスクと手袋着用、会話抑制等万全の注意のもと、効率的で
公正な進行に努めました。
審査は、まず一般公募から入りました。
応募者 54 名、新コロナウイルスによる社会活動の抑制が、登山や撮影に影響し、応募状況にも
影を落としたものと思われます。昨年比で 60％と激減しました。
審査のポイントは、会員部門にも共通する①山岳自然の臨場感を伝える作品か、②撮影意図が明
瞭で、構図、ピント、露出、色調等は適切か、③来展者の共感が得られる作品か。そして“山岳写
真愛好家に発表の場を開く”とした公募展の趣旨を念頭に審査を進め、全 50 点の入選が決まりま
した。
応募者等の減少はありましたが、内容的には以前より一段レベルアップされた印象で、上位入賞
選定では同列多数になり、急きょ準特選数を増加して対応することといたしました。また地道に再
チャレンジされた方々も多数おり、
今後のご活躍が期待されます。写真展における反響が楽しみです。
続いて、初日午後には会員の部の審査に入りました。
こちらも応募者が 244 名と少し減少しております。
- 4 -

会員作品は申し上げるまでもなく公募以上に山岳写真としての完成度を求められています。さら
に協会展としての統一性、季節や地域のバランス、展示効果等にも配慮しての審査を進めました。
審査会の都度感じていることですが、回を追うごとに力のこもった作品をお寄せ頂いている気が
いたします。またデジタル作品制作の習熟度も年々高まっております。お陰様で選出に至らぬケー
スは今回初めて皆無となり、全作品展示の大変うれしい結果になりました。
審査後、DM はがきに小林喜富氏『秋気満ちて』
、協会展ポスターに島田穣氏『早春の湿原』を
それぞれ選定し、午前から開催して 2 日間にわたった審査委員会は 17 時過ぎ無事終了しました。
なお、少数ですが気づいたことを加えさせて頂きますと、
○カメラブレやピント不良のもの。
○レタッチのゆき過ぎから、どぎつい色合いやカラーバランスを大きく崩して自然観を失ったもの。
○シャープネスやコントラストを強調し過ぎてイラスト画のごとく硬い画像に仕上がったもの。
○応募フィルムが暗過ぎて表現意図を判断できないものや良好なバランスでの再現が難しいもの。
○山頂が天部ギリギリの構図でパネル装丁が難しいもの。
○撮影地が入山しやすい場所に集中しがちで、類似作品が多くなったこと。
以上今後ご参考にしていただけたら幸いです。
募集準備に始まり、審査会、その結果の応募者への連絡、作品製作発注など多様多大な業務は写
真展委員や応援役員の方々のご苦労で進んでいきます。皆様へのご依頼事項等については今後とも
迅速なご協力をお願い申し上げます。


（鈴木 克洋 記）

審査結果については３面参照して下さい
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4 月定例理事会議事録
日

時

場

所

出席者

司

会

令和 4 年 4 月 16 日（土）
午後 1 時〜 4 時
TKP スター貸会議室四谷
第 2 会議室
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
13 名
清水
記録：岩本

報告事項
〇入退会報告（岩本副理事長）
＊住所変更 151 金剛寺 拳
〒270-0103
千葉県流山市美原 1 丁目 160-4
パナハイツ 202（電話・FAX に変更なし）
＊山下豊吉（関西支部長）
携帯メール変更
toyo.kitchan009@hyper.ocn.ne.jp
（PC メールアドレスに変更なし）
＊退会 676 森田武男（東京都）
2021 年 3 月逝去
＊公募入選者 3 名から入会申し込みがあっ
た。
〇総 務（岩本副理事長） 特に無し。
〇会 計
（大村理事） 会費未納者
（本部会員）
11 名、松本支部 2 名。
3 月すでに督促状を発送済。
〇会 報
（飯田副理事長） 4 月号は 8 頁構成、
校正中で 20 日過ぎに発送予定。
〇企 画（大村理事） 5 月定例理事会会場
は四谷駅前の主婦会館を予約した。
5 月例会はコロナ感染防止対策と会場の都
合で中止した。
〇写真展関係（大石理事） 議題の中で報告。
〇 I・T（鈴木菊雄理事） ホームページ更新
は 5 月初旬に更新作業の予定。
別館掲載の写真展、公募展、選抜展の画
像は 2021 年を除き全て削除した。
削除後リンク異常、ゴミ、文字のカケラ
等を見つけたら係まで連絡してください。
＊＊＊＊議 事＊＊＊＊
１ 写真展
（協会展・一般公募・選抜展）
など
進捗状況（大石理事・鈴木（菊）理事）
〇選抜展 ポートレートギャラリーから写真
展開催準備の連絡を受理した。
開催期間 11 月 10 日（木）〜 16 日（水）
選抜展案内はがきの制作手配。
〇協会展・一般公募展
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東京都美術館へ下記計画書を 3 月 25 日提
出した。
＊2022 年度ホームページ、公募展カレン
ダーなど掲載内容確認書。
＊
「関連事業届出書」山岳写真セミナー 9
月 13 日・14 日予定分。
＊
「講堂・スタジオ事業内容届出書」
２ 協会展作品審査（4月2日〜3日）協会事
務所にて写真展審査委員と関係理事で審査。
〇会 員 244 名（全倍 204 名・全紙 40 名・
落選なし）
応募内容 （デジタル 191 名・フイルム 52
名、混合（デジタル＋フイルム）1 名）
〇一般公募 入選 50 名 特選 1 名・準特選
3 名・奨励賞 4 名
〇ポスター掲載写真「早春の湿原」島田 穣
氏・案内はがき「秋満ちて」小林喜富氏を
採用。
ポスター制作を「フォト信州」に依頼した。
〇2022 協会展 9 月 9 日（金）〜 17 日（土）
9 日間 東京都美術館 2 階第一展示室
休館無し
〇一般公募入選者表彰式 9 月 10 日（土）
上野精養軒会場
〇 2022 協会展祝賀会 9 月 10 日（土） 上
野精養軒会場 （予定）
〇山岳写真セミナー 9 月 13 日（火） 関西
支部担当 東京都美術館講堂
9 月14 日（水） 山梨支部担当 同上 会場
〇一般公募応募者に 4 月 9 日の審査結果と入
選者に作品制作費を通知をした。
（鈴木菊
理事）
〇2023 年の一般公募応募要項とチラシが完
成、写真は 2021 年公募入選作品より相澤
邦夫会員の「雪を纏う岩峰」作品を主に、
奨励賞の沖真弘会員と佐藤健司氏の作品を
採用した。
5 月中旬納品予定。6 月中旬山小屋や観光
センターに PR や配布予定。
３ 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を 4 月 9
日（土）受付した。
応募者 44 名 応募内容 デジタル 37 名、
フイルム 5 名、混合（デジタル＋フイルム）
2 名。
一次選考をフォト信州に依頼した。最終選
考は写真展審査委員で決定する。
納品は 6 月頃の予定。

４ 新入会員の退会減少対策について
（鈴木理事）
2 月理事会で提案事項のあった新入会員減
少対策について 3 月理事会に具体化した計画
案作成し、4 月の理事会に修正した提案書を
説明した。この提案について協議したが結論
が出ず 5 月理事会で再協議して決めることに
した。
５ 年会費納付について（清水理事長）
現在の会則第 7 条に掲載されている、年会
費納付期限は年度頭初に納付するとの表記で
具体的に表期限などの表記はしていない。
3 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た。平成 6 年 6 月理事
会で協議した申し合わせ事項についての表記
は「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 月理事会で確認した。今後この
申し合わせ事項に沿い実施することにした。
６ 役員弁償費支給について
2008 年 6 月の理事会での申し合わせ事項
では役員弁償費の支給ついては「特定の事務
執行に当たり交通費などが特に多額に支給さ
れる場合は理事会の決定で弁償することがで

きる」と規定している。
協会展会場当番に当たる一般会員について
は、1 日 1000 円の交通費を支給している。
理事、役員にはその対象になっていないの
で、今回の理事会で交通費を支給することが
了承された。
支給方法については次回理事会で決めるこ
とにした。
其の他
○会員名簿の記載について個人情報をどこま
で掲載するか検討したい。
（継続審議）
〇公募入選者名簿は別刷（個人情報以外）5
月会報に同封する。
〇来年度の理事改選に向けて理事となる候補
者を決めたい。
〇賛助会社 （株）シグマ 本社移転
〒215-0033
神奈川県川崎市麻生区栗木 2-8-15
電話・FAX に変更無し 5 月 18 日より
■次回定例理事会
5 月 21 日（土）午後 1 時 15 分より
四谷駅前 プラザエフ（主婦会館）
8 階 パンジー室
千代田区六番町15 番地 03-3265-8111
（スクワール麹町の左隣）

「八ヶ岳」刻の箱庭


星野 吉晴

協会々員の星野吉晴さん（会
員 No.953・長野県岡谷市在住）
はこの程「八ヶ岳」刻の箱庭の
写真集を出版した。
この本は信濃毎日新聞社から
発行されたもので体裁はヨコ
22cm、タテ 20cm のもの。
氏が撮りためた八ヶ岳周辺の
山々や霧ヶ峰を含めた八ヶ岳国
定公園東部を主体にまとめたも
ので春夏秋冬の 92 点が掲載され
ている。
星野さんはオリンパスに入社、
カメラ関係の技術開発に従事、
かたわら「八ヶ岳」をホームグ
ランドに取材活動を続けている。
当協会の 2015 年の公募展では最
優秀賞を受賞、入会している。

定価 2420 円（税込み）
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新刊紹介

写真集 「宝

剣」



大島

協会の東海支部会員 大島隆義氏（会
員 No.992、愛知県犬山市在住）はこの程、
昨年開催した個展「宝剣」に出展した
ものをベースに写真集を企画、販売す
る事になった。
今回は四季折々の中央アルプス宝剣
岳界隈で撮影した山岳風景 54 点を収録、
朝夕の厳冬期の世界から春は桜、夏山
は高山植物と雷鳥、秋の紅葉などが掲
載されており、読者が参考になるよう
機材、日時その撮影データなどの掲載
された編集となっている。表紙はハード
カバータイプで本紙は厚手のファイン
アート紙を使用したレイフラット。30cm
スクエアの大型サイズ。
50 ページ 54 作品を収録。
限定 50 部、25000 円税込み（送料別）

隆義

申し込み先 090-9892-6507

表紙の言葉

携帯メール変更
No.879 山下 豊吉
toyo.kitchan009@hyper.ocn.ne.jp
（PC メールアドレスに変更なし）

「春山からの眺め」
北陸支部

田村

裕

剱岳の眺めの良い場所は無いかな？

草

退会

木が生い茂る季節は難しくても雪の上を歩い

No.676 森田 武男（東京都）
2021 年 3 月逝去

て行ける残雪期は登りやすくなる低山が増え
てくる。
春が近づいた日にそんな低山に登ってい

会報の原稿は飯田宅へ

くと快晴の空の下、剱岳が登頂を待っていて
くれました。

出  版

（撮影

3月

土倉山）

会報の原稿は担当の飯田宅（〒３４０－

会員往来

０００５   草加市中根３－２９－３５）まで

メールアドレス変更

送って下さい。メール可。

No.234 高見 源彰
新アドレスは gtsp@outlook.jp

日本山岳写真協会 事務所
日本山岳写真協会
日本山岳写真協会
事務所
事務所

〒１０２-００８４ 東京都千代田区二番町１
〒１
０２-０
〒１０
０２-０
８４ ０
東京都千代田区二番町１
８４ 東京都千代田区二番町１
160－0008
東京都新宿区四谷三栄町
15 番 4 号
番町ハイム 6 3 7 号
第一原嶋ビル
番町ハイム
番町ハイム
6 53 07 26号号
37号
TEL/FAX.
（03）5357－7387
日本山岳写真協会
日本山岳写真協会
日本山岳写真協会
事務所には常駐しておりません
TEL/FAX.(03)3261-3292
TEL/FAX.(03)3261-3292
TEL/FAX.(03)3261-3292
会報担当：飯田、荒谷、飯島
会報担当：飯田信義・町田佐智子

住所変更
No.151 金剛寺 拳
〒270-0103 千葉県流山市美原 1-160-4
パナハイツ 202
（電話・FAX 変更なし）

会報担当：飯田、荒谷、飯島
会報担当：飯田、荒谷、飯島
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（再生紙を使用しています）
（再生紙を使用しています）
（再生紙を使用しています）

