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東海村写真連盟紹介（2022 年 8 月 17 日現在） 

 

昭和 52 年 10 月に設立された「東海村文化協会」（当時 43 団体加盟）で各々個別に活動していた村内の

写真愛好家 5団体が、昭和 57年 3月に東海村写真連盟の前進である「東海村写真クラブ」として発足しました。 

昭和 60 年 2 月に「東海村文化協会」が団体制から連盟制（当時 13 連盟二部）に改組されたことから、

「東海村写真クラブ」名称も昭和 60年 4月に「東海村写真連盟」（当時 5団体）と改められました。 

現在は、設立 40年、東海村内を中心とした、写真愛好家グループ 5団体、総勢 49名で構成されています。 

 

◆東海村写真連盟 2022 年度 団体内訳 

団体名 代表 会員数 

フォト・フレンド東海 代表 河 野 惠 一 8 名 

写遊東海 会長 川 口 克 雄 15 名 

東海フォトクラブ影 代表 三 代 安 男 8 名 

フォト常陸 会長 成 田 富 夫 12 名 

写真愛好会 代表代行 河 野 惠 一 7 名（複席 1 名） 

5 団体   49 名（複席 1 名） 

http://league.bunka-tokai.org/league_data2/photo/pdf/photo_schedule.pdf


連盟の主な活動は、年間行事（春の東海村芸術祭展示部門、秋の東海村文化祭）と、年 2 回（春秋）開催される

撮影研修会です。また、各所属団体においては、展覧会、撮影研修会を精力的に開催しております。 

 

◆ 東海村写真連盟 年間行事 

・ 5月 東海村芸術祭   ： 文化協会加盟 7連盟による作品展 

・11月 東海村文化祭   ： 公募写真展 

・春秋 撮影研修会    ： バスによる撮影研修と学習会&作品展 

 

◆ 撮影研修会 実績 

年度 期間 季節 テーマ 場所 形態 参加者 

2019 2019/5/26 春 『新緑の銀山湖遊覧』 新潟県 日帰り 20名 

2018 2018/10/27 秋 「紅葉の八千穂高原・白駒の池」 長野県 日帰り 33名 

2018/5/27 春 「月山 ブナ林の新緑を求めて」 山形県 日帰り 18名 

2017 2018/2/28 冬 「厳冬の富士五湖・白糸の滝」 山梨県、静岡県 日帰り 23名 

2017/10/28～10/29 秋 「紅葉の戸隠・妙高高原」 長野県、新潟県 一泊二日 24名 

2017/4/8 春 「上田城＆幸手権現堂堤の桜巡り」 長野県、埼玉県 日帰り 27名 

2016 2017/2/26 冬 「樹氷原・蔵王」 山形県 日帰り 27名 

2016/10/22～10/23 秋 「紅葉の志賀高原」 長野県、群馬県 一泊二日 27名 

2016/6/13 春 「群馬 高原・湿原・文化遺産の旅」 群馬県 日帰り 35名 

2015 2016/2/21 冬 「裏磐梯雪景色」 福島県 日帰り 24名 

2015/10/24～10/25 秋 「黄葉と冠雪の鳥海山」 秋田県、山形県 一泊二日（前夜発） 28名 

2015/6/19 春 「奥日光の花巡り」 栃木県 日帰り 36名 

2014 2015/2/6～2/7 冬 「世界遺産 合掌造りの里」 岐阜県、富山県 一泊二日（前夜発） 32名 

2014/10/24 秋 「紅葉の磐梯朝日国立公園」 福島県、山形県 日帰り 28名 

2014/5/24～5/25 春 「日本の原風景」 新潟県 一泊二日（前夜発） 18名 

 



◆「東海村写真連盟」あゆみ 

西暦 和暦 設立 主なできごと 関連できごと 

2022/2 令和 4 40 東海村写真連盟写真展’２２  

2021/10 令和 3 39 特別企画「歴史と未来の交流館開館記念写真展」 ・歴史と未来の交流館開館 

2021/3 東海村写真連盟写真展‘２１ 

2020/12 令和 2 38 歴史と未来の交流館応援企画「東海村 NOW写真展」  

2019/11 令和元 

平成 31 

37 特別企画「いきいき茨城ゆめ国体 2019写真展」 ・いきいき茨城ゆめ国体ホッケー大会 

2019/10 歴史と未来の交流館展示用村内写真撮影（2019/10-2021/3） 

2019/9 いきいき茨城ゆめ国体 2019ホッケー大会撮影 

2019/1 スマイルマラソンの記録写真撮影及び写真展 

2018/11 平成 30 37 特別展示「スポーツ写真展～東海村の熱戦～」 

特別企画「菰野町＆東海村 文化交流写真展」 

（東海村文化祭 2018公募写真展ブース） 

協力展示「国体プレ ホッケー大会写真展」 

 

2018/9 【東海村文化協会派遣事業】国体ホッケープレ大会記録撮影 

【企画展】スポーツ写真展 

（村文化・スポーツ振興財団企画事業 東海村ステーションギャラリー） 

・いきいき茨城ゆめ国体ホッケープレ大会 

・東海村アートロード 創立 30周年記念 

「茨城県天心記念五浦美術館展」 

2018/2 平成 29 36 フォレスタコンサート in東海村 開催記念 

 「写真展“懐かしい風景との出会い”」 

 

2017/11 平成 29 36 記念企画「村の移り変わり写真展」パネル＆アルバム展 

特別企画「菰野町＆東海村 文化交流写真展」 

（東海村文化祭 2017写真連盟設立 35周年記念公募写真展ブース） 

 

2017/5 写真連盟設立 35周年記念事業（東海村芸術祭） 

  ・設立 35周年記念写真展 

  ・特別企画「村の移り変わり写真展」 

  ・設立 35周年記念パーティ 

 



西暦 和暦  主なできごと 関連できごと 

2016/11 平成 28 35 特別企画「菰野町＆東海村 文化交流写真展」 

（東海村文化祭 2016公募写真展ブース） 

 

2016/9 「熊本地震被災地支援」チャリティ展  

2016/4  熊本地震 

2015/11 平成 27 34 特別企画「菰野町＆東海村 文化交流写真展」 

（東海村文化祭 2015写真公募展ブース） 

「新東海村中央公民館」供用開始 

2014/11 平成 26 33 特別企画「菰野町＆東海村 文化交流写真展」 

 （東海村文化祭 2014写真公募展ブース） 

 

2014/6 「三重県菰野町芸術文化関係者」来訪 

  ・芸術文化協会写真部会（3名） 

  ・スポーツ・文化振興会（１名） 

  ・教育委員会（１名） 

 

2012/4 平成 24 31  「公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団」

移行 

2012/2 平成 23 30 かけはし展Ⅱ  

2011/10 東海村写真連盟 30周年記念撮影研修会 （乗鞍高原）  

2011/6 東海村芸術祭 「東日本大震災義援チャリティ特別展＆茶会」  

2011/3  東日本大震災 

2010/4 平成 22 29 第 22回東海村アートロード展 

「東海ステーションギャラリーオープン特別企画」 

「東海ステーションギャラリー」改装 

2010/2  「埼玉県松伏町文化協会」来訪 

2009/4 平成 21 28  「東海村文化協会ホームページ」開設 

2008/3 平成 20 27 かけはし展  

2008/1 平成 19 26 創立 20周年記念 東海村アートロード展  

2007/5 第 20回東海村芸術祭 （20周年記念誌発行）  



西暦 和暦  主なできごと 関連できごと 

2006/2 平成 18 25  「東海村文化少年団」設立 

2006/1  「東海村デジタルミュージアム」開館 

2005/9 平成 17 24 東海村発足 50周年記念 「東海村を撮る」写真展  

2004/6 平成 16 23 第 17回東海村芸術祭 

 （「東海村芸術祭」会報発刊） 

 

1994/7 平成 6 13  「東海ステーションギャラリー」竣工 

1992/3 平成 4 11 第 4回東海村アートロード展 （写真部門・書部門新設）  

1991 平成 3 10  「財団法人東海村文化・スポーツ振興財団」設立 

1988/10 昭和 63 7  「東海村アートロード実行員会」設立 

（第 1回東海村アートロード展（絵画部門）） 

1988/6 第１回東海村芸術祭  

1985/4 昭和 60 4 「東海村写真連盟」名称変更  

1985/2  「東海村文化協会」の連盟化（13連盟二部） 

1982/3 昭和 57 1 「東海村写真クラブ」発足（5団体）  

1977/10 昭和 52   「東海村文化協会」設立（43団体加盟） 

1976 昭和 51   「東海村文化協会設立準備委員会」設立 

 

 

新規会員を募集しております。 

写真に興味をお持ちの方からのご連絡をお待ちいたしております。 

（連絡先）東海村文化協会ホームページの「入会希望票」からご連絡ください。 

http://www.bunka-tokai.org/form-mail/joining.html 
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