
 

 

 

 

 

 

 

【年間行事（５月～７月）経過報告】 
1.第 127回定例コンテスト公開審査結果 
  ◆開催日 : ５月１０日(日) 

  ◆審査員 : 鷹見 安浩 氏（本社編集局写真部） 

  ◆応募者数 : ８７名 応募点数 ： ２５３点 

  ◆審査結果 

 

2.モデル撮影会の実施 
◆開催日 : ５月１６日(土) 

  ◆開催地 ： 昭和記念公園 

◆指導員 : 顧問 牛尾  征治氏 

◆参加者数 : 会員５６名 一般３名 計５９名   

 

3.第２回撮影ウォークの実施 
◆開催日 : ５月３０日(土) 

  ◆開催地 ： 多摩動物公園 

◆参加者数 : ７０名 

 

4.モデル撮影会コンテスト公開審査結果 
◆開催日 : ７月４日(土) 

  ◆審査員 : 読売写真大賞事務局 : 繁田 統央 氏 

  ◆応募者数 : ５３名  応募点数 ： １５８点 

  ◆審査結果 

 

5.「全日本読売写真クラブ展」審査結果 
◆発 表 : ７月１２日(日)読売新聞朝刊に掲載 

◆テーマ : 自 由 

  ◆資 格 : 全国ＹＰＣ会員 

  ◆審 査 : 写真家 立木 義浩 氏 

◆応募点数 ： 全国で２,０００点を超える 

  ◆審査結果 

    多摩ＹＰＣより次の方が入賞されました 

 

【年間行事（８月～１２月）案内】 
1.第 128回定例コンテスト作品募集 
◆募集期間 : ８月１日～８月２５日（消印有効） 

  ◆テーマ   : 自  由 

  ◆応募資格 ： 多摩ＹＰＣ会員に限る 

  ◆応募規定 ： 別紙応募規定による（一部変更になって 

              います） 

◆公開審査 : ９月５日（土） ＰＭ１：００～ 

  ◆審査会場 ： 読売新聞立川支局７階会議室 

 

2.チャレンジコンテスト作品募集 

 ◆募集期間 : ９月１日～９月２５日（消印有効） 

 ◆テーマ  ：自  由 

 ◆応募資格 : 会員で年間賞受賞歴の無い方 

 ◆応募規定 : 別紙応募規定による（一部変更になって

います） 
 ◆公開審査 ：１０月３日(土)  ＰＭ１：００ 

      （公開審査方法を一部変更しています） 

  ◆審査会場:読売新聞立川支局 7 階会議室  

 

3.第 129回定例コンテスト作品募集 
◆募集期間 : １０月１日～１０月２６日（消印有効） 

  ◆テーマ   : 人物 ・ スナップ 

  ◆応募資格 : 多摩ＹＰＣ会員に限る 

  ◆応募規定 : 別紙応募規定による（一部変更になって

います） 

◆公開審査 : １１月７日（土） ＰＭ１：００ 

（公開審査方法を一部変更しています） 

  ◆審査会場 : 読売新聞立川支局７階会議室 

 

４.撮影ウォークコンテスト作品募集 
◆募集期間 : １１月１日～１１月２０日（消印有効） 

  ◆テーマ   : ２７年度撮影ウォークで撮影された作品 

  ◆応募資格 : 多摩ＹＰＣ会員に限る 

  ◆応募規定 : 別紙応募規定による（一部変更になって

います） 

(裏面に続く) 

最優秀賞 優秀賞 

横山 宣明 髙橋 幸雄 樋口 徹 大和田武司 

 入 選 

遊佐八重子 榎戸 勝洋 鹿島 義昭 福田 宏 

竹内 皓 村山 功 河内八重子 仕藤 和臣 

石川 正秀 箕箸 俊一 渡辺 邦昭 池口 保 

一場 貞夫 鈴木 京子 島田 博 森田 勝 

古賀 将弘 中野 定信 鈴木 雅子 平川 勇 

最優秀賞 優秀賞 

海老原克行 遊佐八重子 染谷 六男 仕藤 和臣 

 入 選 

高野 八洋 平井 一郎 山﨑 惇夫 深澤 光明 

下井たまみ 河内 勇次 河内八重子 井上 康文 

二葉 武夫 渡辺 邦昭 鈴木 京子 佐藤 豊吉 

横山 宣明 塩田 文夫 佐藤 君子 三浦 千秋 

伊藤 嘉朗 森田 勝 五味 弘道 高橋 惇夫  

最優秀賞 優秀賞 

野武 高行 山﨑惇夫 

入 選 

田中 道子 榎戸 勝洋 室橋 純夫 

渡辺 邦昭 河内八重子 箕箸 俊一 

鈴木 昇治 西岡 朝子 沢井 康正 

仕藤 和臣 鈴木 京子 塩田 文夫 

嵐田 尚吉 桑澤 保夫 古賀 将弘 
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◆審   査 : 当コンテストは非公開審査となります 

 

5.応募作品の宛先 
◆宛先：〒190-8540 立川市曙町 1-27-10 

    読売新聞立川支局内・コンテスト係 

    ※コンテスト名の記入お忘れなく 

 

6.第 3 回撮影ウォークのご案内 

  ◆開催日  ： １０月１７日（土） 

  ◆開催場所 ： お台場周辺 (夕景も撮影予定) 

  ◆集合場所 ： 東京テレポート駅・地上出入り口 

◆集合時間 : ＰＭ１：００ 

 

 

【事務局よりのお知らせ】 
 ◆多摩ＹＰＣ応募規定の改定について 

   2015年 8月募集分「第 128回定例コンテスト」から 

   応募規定が改定されます 

   詳細は同封の「多摩ＹＰＣ応募規定」を参照ください 

 

◆公開審査方法の一部変更について 

   従来よりの変更点は、第１次審査において応募者の作 

品２点及び３点を１点に絞り、応募者全員の作品を２次審

査とする方法に変更して行います 

 

◆「2015 東日本 YPC 連合展」の受賞について 

    読売写真大賞事務局主催の「東日本 YPC連合展」に 

  暫くぶりに参加しました 

   ４月２９日に最終審査会が行われ、当クラブの作品 

  「多摩の祭り」は参加１８団体の中から「優秀クラブ賞」 

  を受賞しました 

作品を応募された皆様のご努力に感謝いたします 

 

◆「平成２８年 東日本連合展」応募テーマについて 

多摩ＹＰＣ応募作品テーマを【輝 き】と決定しました 

 応募期間は１２月１日～１２月２５日（消印有効）です 

詳細は同封の「東日本連合展応募要領」を参照くさい 

 

 ◆「東日本研修会(読売大賞事務局主催)」について 

 開催日 : ９月２６日(土) 午後１時３０分～４時３０分 

 会 場 : 国立オリンピック記念青少年センター 

 研修内容は同封の「東日本セミナー日程」を参照くだ

さい 

参加希望者は 8 月 31日まで多摩 YPC事務局  

 電話 042-564-3353  高橋まで連絡ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役員会報告】 

1. 5月 10日(日) 
 ◆ＹＰＣ東日本連合展について 

 ◆モデル撮影会の実施準備について 

 ◆撮影ウォーク(多摩動物園)の準備について 

 ◆コンテスト応募規定の見直しについて 

◆新会員の獲得について 

 

2. 6月６日(土) 
  ◆モデル撮影会の実施状況について 

◆第 2回撮影ウォーク(多摩動物園)実施状況 
 ◆ＹＰＣ東日本連合展の詳細ついて 

 ◆コンテスト審査方法の見直しについて 

◆コンテスト応募規定の決定について 

                     

3. 7月４日(土) 
 ◆一般審査会進行手順の確認 

 ◆「東日本連合展」作品募集要領の確認 

 ◆「情報誌」発行時期の見直しについて 

 ◆「作品応募票」の見直しについて 

 ◆第３回撮影ウォークの実施について 

 

 

             以   上 

 

 


