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カラパタール・ピーク 5545ｍにて 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                            
 

                    
 
 

                   
                  

カトマンズ市長賞 

松本市長賞 

松本商工会議所会頭賞 

 

夕陽に染まるローツェ    河西 靖男 

ゴーキョピークからのクーンブヒマール山群     中山 賢次 

エベレストの勇姿      市川 浩章 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     

 

 
               

 

     

信濃毎日新聞社賞   

朝日新聞長野総局長賞 

毎日新聞松本支局長賞 

 

朝焼けのコンデリー       小松 貞一 

エベレストの守り神チョラツェとタウツェ  丸山 清榮 

アマダブラム月照         中村 治幸 



賞 題　　　名 出品者氏名 住所

入　賞-Ⅲ 悲しい雨宿り カトリ・バハドゥール 松本市

夕日に映えるアマダブラム6866ｍ 河西　靖男 松本市寿北

松本市長賞 夕日に染まるローツェ8516ｍ 同　上

カラパタールピークからのエベレスト 同　上

エベレストの西稜 同　上

恐怖の吊り橋 小松　貞一 松本市芳野

黄金のローツェ 同　上

街角にて 同　上

朝日新聞長野総局長賞 朝焼けのコンデリー 同　上

賑わう街 同　上

カラパタールからのクーンブ・ヒマール山群 中山　賢次 中野市間山

カトマンズ市長賞
ゴーキョピークからのクーンブ・ヒマール山
群 同　上
ゴーキョピークからのクーンブ・ヒマール山
群の夕焼け 同　上

松本商工会議所会頭賞 エベレストの勇姿 市川　浩章 松本市寿北

コンデリの威容 同　上

家路を急ぐヤク 同　上

雪原のエベレスト街道を行く 同　上

天空を舞う荒鷲 同　上

夕焼けに染まるアマダブラム 同　上

ガルーダ像とカスタマンダップ寺院 丸山　清滎 松本市蟻ヶ崎

信濃毎日新聞社賞 エベレストの守り神チョラツェとタウツェ 同　上

果物を売る街の親子 同　上

サガルマータ 同　上

毎日新聞松本支局長賞 アマダブラム月照 中村　治幸 安曇野市穂高有明

アマダブラム夕景 同　上

エベレスト夕景 同　上

荷運びする村娘 同　上

夜のアマダブラム 同　上

夕映えのエベレスト 同　上

夕焼けに染まるタムセルク 同　上

入　賞-Ⅰ ワラを編む（ティルケドンガにて） 和田　義昭 東筑摩郡麻績村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　 展　 作　 品                      　　　　敬称略



賞 題　　　名 出品者氏名 住所

いにしえのチャングナラヤン 折野　和富 安曇野市豊科

バクタプールの老婆 同　上

古都バクタプール 同　上

たたずむ村娘 同　上

菩提樹下で瞑想 同　上

読売新聞松本支局長賞 荼毘の煙 同　上

世界遺産の街並み 海野　靖子 長野市若槻

王宮広場のにぎわい

入　賞-Ⅱ エベレスト街道 同　上

Ｐｅａｋ　ＸＶ 宮沢　美幸

ペリチェの田舎町 同　上

中日新聞社賞 エベレスト街道 同　上

美しきダルバード広場 同　上 安曇野市三郷

母の首飾り 同　上

タンボチェからの眺め 同　上

サガルマータ 同　上

儲かるかな 三沢　房雄 岡谷市川岸中

バターランプ 同　上

夜のスクエアー 同　上

仕事は笑顔で 同　上

ランタンリルン 同　上

ホテルヒマラヤにて-1 小野沢ハレル 池田町大字池田

ホテルヒマラヤにて-2 同　上

偶然の出来事 同　上

聖なる河のほとり 同　上

カラバイラブ像への祈り シム・ウンギョン 松本市中央一丁目

ダーバースクエアー露店の賑わい 同　上

開店前の揚げ物 同　上

共同水場でお洗濯 同　上

市民タイムス賞 僕たち仲良し３人組 同　上



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                            
 

                          
               
 

 
                     

中 日 新 聞 社 賞  

読売新聞松本支局長賞 

市 民 タ イ ム ス 賞 

エベレスト街道       宮沢 美幸 

荼毘の煙         折野 和富 

僕たち仲良し３人組     シム・ウンギョン 



 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

 
   
 
 
 

 
 

 

入   賞―Ⅰ 

ワラを編む      和田 義昭 

エベレスト街道     海野 靖子 

 
 悲しい雨宿り    カトリ・パーム・バハドゥール 

入   賞―Ⅱ 

入   賞―Ⅲ 



「松本ヒマラヤ友好会山岳写真展」ネパール震災復興を願って 

―カトマンズ・ヒマラヤ編－  

※各賞審査員 山岳写真家 内田良平 

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。 

 日本山岳写真集団同人、ベルニナ山岳会々員、日本山岳会々員 

写真展報告のごあいさつ 
 

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

岳都共通の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。 

 

この度、MHC 松本カトマンズ姉妹都市交流事業「岳都カトマンズとエベレスト

撮影紀行Ⅴ＆報告写真展」を、題名を－「松本ヒマラヤ友好会山岳写真展」ネパー

ル震災復興を願って―カトマンズ・ヒマラヤ編－に変え、事業報告とその参加者及

び一般公募作品による写真、世界の屋根ヒマラヤを紹介する写真を展示して、開催

する運びとなりました。 

 

この展示会を実施する事で、松本市と共通する美しい山岳を通じて結ばれた、姉

妹都市カトマンズ市との相互理解と市民交流の発展を心から願っています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● 井上デパート本店７階催事場大ホール・写真展会場様子 
MHC 事業報告写真 100 点、参加者及び一般応募出展作品 60 点が展示されました。 

   
ヒマラヤや世界遺産等、事業報告をパネル写真で紹介。10/17 応募作品 60 点から優秀作品が表彰されました。 

平成 27 年 10 月 20 日 

    各  位  

 

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  

 

 


