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  後援  長野県教育委員会 松本市教育委員会   
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トウヤクリンドウ 

審審審査査査員員員   山山山岳岳岳写写写真真真家家家   内内内田田田良良良平平平   



賞 題　　　名 出品者氏名 住所

青空に天を突く槍ヶ岳 河西　靖男 松本市寿北3

涸沢カール 同　上

晩秋の槍ヶ岳 向井　　茂 東筑摩郡朝日村

槍ヶ岳頂上から 同　上

朝焼けの宝剣岳 丸山　清榮 松本市蟻ケ崎3

白銀の乗鞍高原 同　上

晩秋の大正池 同　上

内田良平特別賞 ツツジ咲く乗鞍高原 宮沢　美幸 安曇野市三郷明盛

色取月の涸沢 同　上

美しの風 同　上

勇姿 同　上

聳える槍ヶ岳 同　上

残雪の槍ヶ岳 市川　浩章 松本市寿北8

入賞-1 北アルプスの黎明 同　上

午後の常念乗越 寺島　幸平 松本市女鳥羽2

常念岳と有明の月 同　上

槍ヶ岳へ続く稜線 同　上

暮れゆく西空 同　上

真夏の贅 渋谷　貞春 長野市大字南堀

入賞-3 氷河公園の印象 同　上

牛首より、夕陽の五竜岳 小松　佑次 松本市庄内2

入賞-2 唐松岳より、剣岳展望 同　上

唐松岳より、不帰ノ剣の縦走路 同　上

不帰の剣Ⅰ峰よりⅡ峰縦走路 同　上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　 展　 作　 品                      　　敬称略



        

金 賞 

 

 

 
 

銀 賞 

銅 賞 

内田良平 特別賞 

賑わうジャンダルム  大村 裕 

あかね雲と槍ヶ岳  中村 治幸 

餓鬼岳からの眺望   林 良一 

ツツジ咲く乗鞍高原  宮澤 美幸 



賞 題　　　名 出品者氏名 住所

初冠雪の常念岳 折野　和富 安曇野市豊科高家

朝陽を浴びる槍・穂高岳 同　上

日没の槍ヶ岳 同　上

槍ヶ岳讃歌 中村　治幸 安曇野市穂高有明

銅　賞 あかね雲と槍ヶ岳 同　上

笠ヶ岳の朝 同　上

三ノ窓雪渓 梅村　博通　 愛知県豊田市

朝焼けのチンネ 同　上

前穂高岳 同　上

吊り尾根 同　上

初冬の槍ヶ岳 大村　　裕　 伊那市長谷溝口

盛夏の槍ヶ岳 同　上

槍ヶ岳遠望 同　上

滝谷８月１５日 同　上

金　賞 賑わうジュンダルム 同　上

ケルン燃ゆ 林　　良一 松本市蟻ヶ崎1

銀　賞 餓鬼岳からの眺望 同　上

乗鞍を超えて 同　上

晩秋の槍穂高連峰 同　上

晩秋の穂高連峰 同　上

北アルプスの目覚め 同　上

満開のレンゲツツジ 中山　賢次 中野市大字間山

牛留池からの風景 同　上

氷瀑 同　上

レンゲツツジと乗鞍岳 藤田　　廣 埼玉県飯能市



  
         

 
 
 

        

   
 
                           
 
                            

                            

入 賞-1 

北アルプスの黎明    
市川 浩章 

唐松岳より剣岳展望      
小松 佑次 

氷河公園の印象      
渋谷 貞春 

入 賞-2 

入 賞-3 

   
受付の様子          ご来場者の様子        内田良平さんを招き表彰式開催 

松本ヒマラヤ友好会山岳写真展―北アルプス編－は、お蔭を持ちまして、平成 28 年 2 月 4 日(木)～2 月

7 日(日)、井上デパート本店 7 階大ホールにて、事業報告写真 120 点、応募作品 50 点が展示。TV、新聞紙

上にても、写真展が紹介され、期間中約 700 人を超える大勢の来場者を得て、開催することができました。 
事業報告写真は、A1 及び A2 写真パネル 21 枚、A3 説明写真 18 枚がチャリティ販売され、ご来場者に

購入していただきました。この売り上げは、MHC 国際協力事業基金として積み立てられ、ヒラリースクー

ルクムジュン校学生寮維持費、及び MHC 奨学金支給等に使われます。 



ごあいさつ 

NPO 法人松本ヒマラヤ友好会（MHC）は、1990 年 4 月に任意団体として創立、

2000 年 3 月には、特定非営活動(NPO)法人として認証され、今年度まで 26 年間に

わたり、松本市と姉妹都市カトマンズとの文化・芸術交流や、国際協力事業、及び

山岳スポーツの振興を図る活動等を積極的に実施して参りました。 

 

2015 年度も、山岳スポーツの振興事業として MHC 登山講習を北アルプス等で通

年事業として実施しております。今年度は、11 月下旬までに 17 講座を終了し、多

くの市民の方々に参加していただきました。ご支援頂きました関係者の皆様、並び

に参加者の皆様に深く感謝申し上げる次第です。 

 

このたび、井上デパート本店 7 階大ホールにおいて、2015MHC 登山講習報告と

一般公募の写真展を「松本ヒマラヤ友好会 山岳写真展-北アルプス編-」と題して

開催する運びとなりました。 

この展示会を実施する事で、多くの市民の皆様に広く観賞していただき、長野県

内外の美しい自然や登山への関心を、一層深めてもらうことを願っています。 

 
 

 

 
 
 
 
 
                        

平成 28 年 2 月 8 日 
 
         特定非営利活動(NPO)法人 松本ヒマラヤ友好会 
                  理事長 鈴 木 雅 則 

2015MHC 登山講習報告 

「法人松本ヒマラヤ友好会山岳写真展-北アルプス編-」 

※応募作品各賞審査員 山岳写真家 内田良平氏 

日本を代表する山岳写真家。1936 年横浜市生まれ。 

主な作品に「エベレスト街道」「カトマンズ百景」「アンナプルナ周遊」 

「ヒマラヤ巨峰 14 座と高峰」「上高地」「日本百名山」「ヒマラヤ 50 峰・岩雪氷雲そして光」 

「ヒマラヤ百花」など多数。日本山岳写真集団人、ベルニナ山岳会々員、日本山岳会々員 

 

 

 


