
 第２１回　山好きの山の絵展

 ２０１２年２月１９日（日）～２月２５日（土）

け

東京交通会館２階ギャラリー

カット：斎藤幹雄「金峰山の稜線にて,遠方の八ヶ岳」

公益社団法人日本山岳会　アルパインスケッチクラブ



　
1 青木 惇子　 明けゆく五竜岳　　　　　　　　　　　　　 油絵 42 田辺　壽　　 雲と南アルプス　　　　　　　　　　　　　 水彩
2 秋山 典彦　 残雪の燧ケ岳（１） 　　　　　　　　　　 水彩 43 都崎 修男　 グラウビュンデンの山々　　　　　　　　　 水彩
3 秋山 典彦　 残雪の燧ケ岳（２） 　　　　　　　　　　 水彩 44 冨樫 信樹　 テンピークス(カナダ)とアネモネ　　　　 水彩
4 淺川 浩子　 ユングフラウヨッホの山麓　　　　　　　　 水彩 45 富山　隆　　 雲の平から槍ヶ岳　　　　　　　　　　　　 油絵
5 淺川 浩子　 山中の滝（那智） 　　　　　　　　　　　 水彩 46 豊田泰（塔田也寿） 鍵掛峠から大山（だいせん） 　　　　　　 油絵
6 臼田 毅弘　 初冬の穂高岳　　　　　　　　　　　　　　 水彩 47 豊田泰（塔田也寿） 宝剣岳　　　　　　　　　　　　　　　　　 油絵
7 江村 真一　 ムスターグ・アタ　　　　　　　　　　　　 油絵 48 中川　久　　 春の岩木山　　　　　　　　　　　　　　　 油絵
8 小野里 英次郎 秋の知床２湖と羅臼岳　　　　　　　　　　 油絵 49 長澤　登　　 剣岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩
9 香川 彦一　 朝の穂高連峰（徳本峠より） 　　　　　　 水彩 BOOKのみ、ＨＰナシ 50 長澤　登　　 尾瀬に春の訪れ（至仏山） 　　　　　　　 水彩
10 笠原　功　　 カナディアンロッキーの山        水彩 51 沼田 希一 正月の焼岳　　　　　　　　　　　　　　　 水彩
11 笠原 健二郎 スケッチ３題（苗名の瀧、鳥海山、田沢湖） パステル 52 芳賀 淳子　 十勝岳連峯　　　　　　　　　　　　　　　 水彩
12 神森 登代子 里山の春　　　　　　　　　　　　　　　　 油絵 53 原山 恵津子 大千軒　　　　　　　　　　　　　　　　　 パステル
13 川　朋子　　 天神平から望む朝日・白毛門　　　　　　　 油絵 54 原山 恵津子 鬼怒沼山　　　　　　　　　　　　　　　　 パステル
14 川村 利子　 霊峰　富士　　　　　　　　　　　　　　　 油絵 55 本間　渡 ジャンダルム 水彩
15 木村　泰助　 残暑　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 56 深川 安明　 水上の里山にて谷川岳　　　　　　　　　　 水彩
16 木村　泰助　 桧原湖　　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 57 船橋　明　　 秀峰　槍　　　　　　　　　　　　　　　　 油絵
17 倉井　登代　 薩埵峠より　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 58 松本 久志 命のリレー　　　　　　　　　　　　　　　 アクリル
18 倉井　登代 トンガリロの山々　　　　　　　　　　　　 水彩 59 村尾 元朗　 猿倉山荘　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩
19 小出 和子　 スイスアルプスの針峰群　　　　　　　　　 水彩 60 村尾 元朗　 晩秋の田沢湖　　　　　　　　　　　　　　 水彩
20 小寺 佳美　 上高地にて　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 61 山田 孝八郎 山桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陶板
21 小松　忍　　 燧ケ岳　　　　　　　　　　　　　　　　　 油絵 62 山田 孝八郎 鳥海山三景　　　　　　　　　　　　　　　 シルクスクリーン

22 齋藤 幹雄　 金峰山頂にて他　　　　　　　　　　　　　 水彩 63 芳野 菊子　 アンナプルナの黎明　　　　　　　　　　　 水彩
23 坂西　徹朗　 八海山 初夏　　　　　　　　　　　　　　 版画 64 芳野 菊子　 秋色 八ヶ岳　　　　　　　　　　　　　　 水彩
24 坂西　徹朗　 鹿児島にて               版画 65 渡辺 欣次　 魚沼三山　　　　　　　　　　　　　　　　 版画
25 佐藤　知恵子 アンナプルナ山群　　　　　　　　　　　　 水彩 66 故　村上直温 北岳・間の岳 水彩
26 佐藤　知恵子 Ｍｔ．クック遠望　　　　　　　　　　　　 水彩
27 眞田 幸俊　 筑波山　　　　　　　　　　　　　　　　 セラアート スケッチブック 　
28 三小 岩夫　 南アルプス遠望　　　　　　　　　　　　　 水彩 1 臼田毅弘　　 自選スケッチ集 Ⅶ
29 下野　葉月　 谷川岳　　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 2 笠原功　　　 カナダ スケッチの旅
30 下野　葉月　 アルプス　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 3 川　朋子　　 2011 私の山旅
31 菅沼 満子　 ふるさとの山の子　　　　　　　　　　　　 水彩 4 小出和子　　 気軽なスケッチ２０１１①～③
32 杉田　博  木曽駒ヶ岳　　　　　　　　　　　　　　　 油絵 5 小松　忍  スイス五大名峰の旅から
33 杉田　博　　 奇峰アマダブラム　　　　　　　　　　　　 油絵 6 三小 岩夫　 2011年 私のスケッチノート
34 鈴木 捷夫　 六月の山稜　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 7 菅沼満子　　 ２０１１年の山旅より
35 鈴木 捷夫　 紅葉の山にて　　　　　　　　　　　　　　 水彩 8 鈴木捷夫 小さなスケッチ
36 高崎 辰箕　 鹿島槍彩秋　　　　　　　　　　　　　　　 油絵 9 長澤登　　　 スケッチ　山の旅
37 髙田　潤　　 金時山　　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 10 芳賀淳子　　 札幌生活 №１・２
38 髙橋 てる子 白馬三山と花たち（八方尾根） 　　　　　 油絵 11 原山恵津子　 秋の山
39 髙橋 英彦　 ブナの峰あがり・鶴間池（鳥海山）　　　　 水彩 12 深川安明  2011 私の山旅
40 田中 清介　 カナディアンロッキー　　　　　　　　　　 水彩 13 山田孝八郎　 山からの便り
41 田中 正雄　 夏の剱沢　　　　　　　　　　　　　　　　 水彩 14 渡辺欣次　　 Ｓketch №６６

　第21回「山好きの山の絵展」 　　（社）日本山岳会　アルパインスケッチクラブ



28 南アルプス遠望　　　　　　　　　　　　　三小 岩夫　

51 沼田 希一 44 テンピークス(カナダ)とアネモネ　　　　冨樫 信樹　

31 ふるさとの山の子　　　　　　　　　　　　菅沼 満子　

41 夏の剱沢　　　　　　　　　　　　　　　　田中 正雄　 6 初冬の穂高岳　　　　　　　　　　　　　　臼田 毅弘　

正月の焼岳　　　　　　　　　　　　　　　



66 北岳・間の岳 故　村上直温

62 鳥海山三景　　　　　　　　　　　　　　　山田 孝八郎

 58 命のリレー　　　　　　　　　　　　　　　松本 久志 

 61 山桜　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田 孝八郎

 27 筑波山　　　　　　　　　　　　　　　　 眞田 幸俊　 11 スケッチ３題（苗名の瀧、鳥海山、田沢湖） 笠原 健二郎



54 鬼怒沼山　　　　　　　　　　　　　　　　原山 恵津子 53 大千軒　　　　　　　　　　　　　　　　　原山 恵津子

24 鹿児島にて               坂西　徹朗　

23 八海山 初夏　　　　　　　　　　　　　　坂西　徹朗　

65 魚沼三山　　　　　　　　　　　　　　　　渡辺 欣次　 37 金時山　　　　　　　　　　　　　　　　　髙田　潤　　



4 5 山中の滝（那智） 　　　　　　　　　　　淺川 浩子　

52 十勝岳連峯　　　　　　　　　　　　　　　芳賀 淳子　  49 剣岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　長澤　登　　

50 34 六月の山稜　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 捷夫　

ユングフラウヨッホの山麓　淺川浩子　　　　　　　　

尾瀬に春の訪れ（至仏山）　長澤　登　 　　　　　　　



35 紅葉の山にて　　　　　　　　　　　　　　鈴木 捷夫　 10 笠原　功　　
 

56 水上の里山にて谷川岳　　　　　　　　　　深川 安明　 43 グラウビュンデンの山々　　　　　　　　　都崎 修男　

63 アンナプルナの黎明　　　　　　　　　　　芳野 菊子　 64 秋色 八ヶ岳　　　　　　　　　　　　　　芳野 菊子　

カナディアンロッキーの山        



42 雲と南アルプス　　　　　　　　　　　　　田辺　壽　　

55 本間　渡

20 上高地にて　　　　　　　　　　　　　　　小寺 佳美　 30 アルプス　　　　　　　　　　　　　　　　下野　葉月　

29 谷川岳　　　　　　　　　　　　　　　　　下野　葉月　   

ジャンダルム

 



18 トンガリロの山々　　　　　　　　　　　　倉井　登代 17 薩埵峠より　　　　　　　　　　　　　　　倉井　登代 

60 晩秋の田沢湖　　　　　　　　　　　　　　村尾 元朗　 59 猿倉山荘　　　　　　　　　　　　　　　　村尾 元朗　

26 Ｍｔ．クック遠望　　　　　　　　　　　　佐藤　知恵子 25 アンナプルナ山群　　　　　　　　　　　　佐藤　知恵子



3 残雪の燧ケ岳（２） 　　　　　　　　　　秋山 典彦　

2 残雪の燧ケ岳（１） 　　　　　　　　　　秋山 典彦　

40 カナディアンロッキー　　　　　　　　　　田中 清介　

16 桧原湖　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　泰助　

15 残暑　　　　　　　　　　　　　　　　　　木村　泰助　 12 里山の春　　　　　　　　　　　　　　　　神森 登代子



7 ムスターグ・アタ　　　　　　　　　　　　江村 真一　 13 川　朋子　　

47 宝剣岳　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田泰（塔田也寿）

21 燧ケ岳　　　　　　　　　　　　　　　　　小松　忍　　

48 春の岩木山　　　　　　　　　　　　　　　中川　久　　

天神平から望む朝日・白毛門　　　　　　　

　　４６　鍵掛峠から大山（だいせん）豊田泰（塔田也寿） 　　　　　　



32 木曽駒ヶ岳　　　　　　　　　　　　　　　杉田　博  

33 奇峰アマダブラム　　　　　　　　　　　　杉田　博　　

38 白馬三山と花たち（八方尾根） 　　　　　髙橋 てる子

1 明けゆく五竜岳　　　　　　　　　　　　　青木 惇子　

8 秋の知床２湖と羅臼岳　　　　　　　　　　小野里 英次 19 スイスアルプスの針峰群　　小出　和子　　　　　　　　



57 秀峰　槍　　　　　　　　　　　　　　　　船橋　明　　

14 霊峰　富士　　　　　　　　　　　　　　　川村 利子　

45 雲の平から槍ヶ岳　　　　　　　　　　　　富山　隆　　

36 鹿島槍彩秋　　　　　　　　　　　　　　　高崎 辰箕　

39 ブナの峰あがり・鶴間池（鳥海山）　　　　髙橋 英彦　

22 金峰山頂にて他　　　　　　　　　　　　　齋藤 幹雄　



第２１期スケッチ活動報告

第２１回「山好きの山の絵展」出品者集合





実行委員長開会挨拶
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　　　　　　　　　　第２１回『山好きの山の絵展』実行委員会名簿　　　　２０１１年11月1日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　日時２０１２年２月　１９日(日）～２月　２５日(土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　於：有楽町東京交通会館２Fギャラリー

項目 担当者 ２０周年記念展担当者

実行委員長 齊藤幹雄 芳野さん

副実行委員長 田辺寿 三小さん

出品申込・一覧表作成・集計 高田潤 佐藤知恵子 田中清介さん

展示レイアウト 高田潤 齊藤幹雄 小高さん

題名表作成  冨樫信樹 山田孝八郎さん

初日搬入・展示・照明・搬出の指揮 三小岩夫 田中清介 江村さん香川さん

受付用品調達管理 菅沼満子 平尾さん菅沼さん

入り口装飾・ポスター 田中正雄 佐藤さん小出さん

開催案内はがき作成・JAC関係発送 齊藤幹雄 臼田さん芳賀さん

作品目録作成 笠原功 三小岩夫 笠原功さん松本久志さん

アルバム・ホームページ・年報 宇田俊二 田中正雄さん神森さん

記念写真 本間渡 冨樫さん

広報（新聞・雑誌・JAC） 深川安明（山と渓谷・岳人） 田辺さん深川さん木村さん
長澤　登 冨樫信樹

会場当番依頼・一覧表作成 川村利子 川村さん

打ち上げパーティー 深川安明 会計川さん 深川さん

アルパインケッチクラブ紹介パンフレット 冨樫さん

＊承認後１２月例会までに先年度の担当者から各自作業内容について引き継ぎを受ける。
＊引き継いだ内容に基づき新担当者としての方針を盛り込み１２月例会で進捗状況を報告する。
＊山の絵展の実行委員会は１０月以降例会の中で行い、各担当の作業の予定や進捗状況の
　　報告を聞き、出席者全員が発言の機会を持ち絵展への関心を高める。

　　　絵展出品申し込みの締め切り１２月１７日
　　　　　　出品申し込み用紙は１１月例会報告便にて郵送配布

　　　　担当　高田　潤   　　　　            　携帯　090-5195-6415

　　　　〒351-0101　和光市白子２－１７－３４　℡048-201-2531
　　　　　　　　　　　　　　高田　潤 <zyun-t@jcom.home.ne.jp>

takata@ow.shibaura-it.ac.jp

mailto:takata@ow.shibaura-it.ac.jp


入口

第２１回　山好きの山の絵展、会場レアウト　東京交通会館２Ｆ
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時＼日 2/19 (日) 20 (月) 21 (火) 22  (水) 23（木） 24 (金) 25 (土)
 10:00 初日12:00

○   菅沼 ○   川村 ○   臼田 ○   富山 ○   沼田 ○   倉井 ○   村尾

倉井 田中（正） 高碕 芳野 高碕 深川 都崎

   ~ 芳賀 川 都崎 笠原（功） 松本 三小 田中（正）

斎藤 小松 深川 原山 船橋 川村 斎藤

　 松本 長澤 小野里 斎藤 宇田

14:30 小池 本間

斎藤

14:30
○   冨樫 ○   小松 ○   木村 ○   田中（清） ○   長澤 ○   笠原（功） ○   小出

木村 川 笠原（健） 原山 沼田 笠原（健） 小野里

～ 斎藤 冨樫 小出 小池 芳賀 香川 青木

（１７：３０） 芳野 神森 村尾 青木 鈴木

斎藤 （１８：００） （１８：００） 斎藤

19:00 （１７：３０） 鈴木 （１７：３０）

（１８：００） 長澤 　最終日
　 （１８：００） 17:00

第2１回　　　山好きの山の絵展　　　　　当番表


