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すっかり春らしい温かい季節となりましたが、会員の皆
様方にはお変わりなくお過ごしのことと思います。
このたび、多摩読売写真クラブの会長をお引け受けす
ることに当り、役員を代表してご挨拶申し上げます。
当写真クラブの歴史は長く、その会員の多くは、写真
対する情熱を人一倍多く持っております。
こうしたことから、今年度は定例コンテストの外部講師
(写真家)の招致を現行の 2 回からもう１回増やし計 3 回に
し、会員の写真技術の向上と、魅力ある「多摩読売写真
クラブ」にしたいと考えています。
皆でさらに素晴らしい写真を撮りましょう。
また、わたしたちの周囲は高齢化が進み、当写真クラ
ブも最盛期に比較し、会員数がおよそ半数になっていま
す。 (平成 28 年度末で 153 名)
今年度も会員の増強に力を入れたいと考えていますが
会員を増やすということはそう簡単ではありません。
それには役員のみならず会員一人ひとりのご協力が必
要であります。是非、会員すべての方にご協力いただけ
ますようお願いいたします。
今後いろいろな面でご迷惑をおかけすることがあるかと
思いますが、よろしくご指導をお願い申し上げます。

【年間行事（１月～４月）経過報告】
1. 平成 29 年度定期総会開催
◆開催日:平成 29 年 2 月 18 日(土)PM1:00－2:30
◆会 場:読売新聞・立川支局 7 階会議室
◆議 事:①平成 28 年度活動・決算報告 (承認)
②平成 29 年度活動計画・会計予算 (承認)
③平成 29 年度役員選出 (承認)
★肌寒い日でしたが、77 名の多くの会員が出席され
盛会のうちに定期総会が終了しました。なお、
定期総会の来賓、質疑応答については次の通りです。
来

賓 読売新聞・立川支局長 奥村 登 氏
読売大賞事務局 清水 敏明 氏
滝口顧問、牛尾顧問
質疑応答(抜粋)
質問:会員が減少しているが、対策を考えているか。
回答:カメラ店などに勧誘のハガキを置いたりしたが
それほど効果はなかった。この背景には趣味の
多様化や高齢化などの要因が重なっており、今年度
もいろいろな方策を考えて、会員獲得を進めたい。
質問:以前には撮影ウオークの時など、「モツ煮会」など
を開催してきたが、復活する考えはないか。
回答:このような催事には賛否両論があり、会員の意見を踏
まえ今後の検討課題としたい。また、会員同士が集い
情報交換できる方法があればお知恵を拝借したい。

◆平成 26 年度年間賞・個人賞・各コンテスト表彰式

発
住

行：多摩読売写真クラブ
所：〒190-8540
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読売新聞立川支局内
責任者：会長 森田 勝

2. 「第 134 回定例コンテスト」公開審査結果
2017.2.18 審査員:読売大賞事務局:清水敏明氏
最優秀賞
優秀賞
鈴木 雅子
小山田 稔
鈴木 京子
早川 昇
入賞者
池口 保
大和田武司 河内八重子 河内 勇次
古賀 将弘
小杉 啓雄
佐藤 君子
沢井 康正
島田 博
清水 七郎
田中 道子
浜村亥智夫
三浦 千秋
村山 功
村山 孝司
望月 康男
遊佐八重子 吉久保節男 和田由紀子 渡辺美智子
テーマ 「自由」 (応募者 91 名応募数 271 点)

3. 「東日本読売写真クラブ連合展」作品入賞者
2017.1.18
審査員: 滝口 烈氏
テーマ「命・生命」(応募者 26 名応募数 93 点)
写真番号
タイトル
入賞者氏名
1
明日への希望
遊佐 八重子
2
誕生の喜び
村山 功
3
愛情を持って
嵐田 尚吉
4
巣立ち間近
渡辺 邦昭
5
有終の空蝉
田中 道子
6
懸命に登る
西村 孝太郎
7
ヒカリの糸
落合 秀行
8
捕食(命を頂く)
野武 高行
9
再生を願う
鈴木 京子
2017 東日本 YPC 連合展の審査会(審査員:梶山博明先生)
が２月下旬に行われ、当クラブが最優秀クラブ賞を受賞しま
した。
入賞された皆様おめでとうございます。
なお、作品展は 5 月 23 日～29 日まで(AM10:30－PM6:30
最終日は PM3:00) ニコンサロ bis(新宿エルタワー28 階)
で行われます。

4. 2017「第 1 回撮影ウォーク」実施
4 月 1 日、冬を思わせる悪天候にもかからず 46 名もの
会員が参加され、各自題材を探しながら撮影しました。
(園内の大多数の桜が咲いておらず残念でした。)

【年間行事(５月～７月)案内】
1. 「春のモデル撮影会」 のご案内
◆日
時:５月１3 日（土）AM10:00～PM3:00
◆集合場所:昭和記念公園西立川口・入場門前
◆撮影場所:昭和記念公園・園内
◆受
付:AM９:30～10:00
◆会 費:会員 1,000 円 会員以外 2,000 円
◆モデル:日テレイベンツ所属モデル 3 名
(裏面に続く)

2. 2017「第 2 回撮影ウォーク」のご案内
◆日 時 6 月 3 日（土）AM10:00
◆場 所 多摩動物公園入場門前
入園料は各自負担・受付後は自由行動とします。

3．「第 135 回定例コンテスト」作品募集
◆募集期間：4 月 1 日（土）～25 日(火)消印有効
◆テーマ ：風景・ネイチャー
◆応募資格：多摩 YPC 会員に限る
◆応募規定：多摩 YPC 応募規定による
◆公開審査：5 月 6 日（土）PM1:00～
◆審査会場：読売新聞立川支局・7 階会議室
◆審査員 : 写真家 林 義勝 先生

4.2017「モデル撮影会」作品募集
◆募集期間：6 月 1 日(木)～25 日(日)消印有効
◆公開審査：7 月 15 日（土）PM1:00～
◆審査会場：読売新聞立川支局・7 階会議室
◆応募規定：多摩 YPC 応募規定による
◆審査員 :読売大賞事務局
5.全日本 YPC 写真展作品募集
◆募集締切: 5 月 29 日(月)必着
◆テーマ : 自由
◆応募資格:YPC 会員に限る
◆応募要領:既に郵送のチラシ参照
◆審査員 :写真家 立木 義浩 先生
6．多摩 YPC 各コンテストの応募先
◆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。

【役員会報告】
☆1 月 12 日(木)
・定期総会準備
☆1 月 18 日(水)
・総会資料・YPC 会報等発送
☆2 月 18 日(土)
・平成 28 年度定期総会開催
・第 134 回定例コンテスト公開審査開催
☆3 月 8 日（水）
・新役員自己紹介
・新役員体制での担当役割分担の決定
・撮影ウオーク、モデル撮影会の担当割決定
・東日本 YPC 連合展の当番決定
・29 年度の年会費払込状況の報告
☆4 月 12 日(水)
・モデル撮影会の役割分担と注意事項
・第１回撮影ウオークの実施状況
・会員の加入および脱退の状況
・YPC だより等発送
・その他
以
上

事務局からのお願い!!
役員も危機感を持って新会員の獲得に努め
ております。
会員皆様の周辺に写真に興味のおありの方
がいらっしゃいましたら是非当事務局へ
ご一報くださいますようお願い申し上げます。
事務局電話 070-1365-6376 (担当;鈴木)
(同封のチラシをご参照ください。)

