
 

 

 

 

  

 

 

 
【年間行事（8月～1１月）経過報告】 

 1. 「第１３６回定例コンテスト」公開審査結果 
   ◆開催日：平成２９年９月１６日（土） 

   ◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室 

  ◆審査員：外部講師（熊切大輔先生） 

  ◆応募者数：９０名 応募点数２６６点 

  ◆審査結果   テーマ「自由」 

  

 ２．「チャレンジコンテスト」公開審査結果 
◆開催日 ：平成２９年１０月７日（土） 

 ◆会 場 ：読売新聞立川支局７階会議室 

◆審査員 ：多摩 YPC顧問(滝口烈先生) 

◆応募者数：４３名 応募点数：１２７点 

◆審査結果   テーマ「自由」 

 

 ３．「２０１７全日本読売写真クラブ展」審査結果 
 掲載が遅くなりましたが下記の方々が入選しました。 

    ◆審査結果 

優秀賞 

伊藤 嘉朗 

入選（２０点） 

一場 貞夫 小山田 稔 古賀 将弘 佐藤 豊吉 

沢井 康正 塩田 文夫 仕籐 和臣 鈴木 昇治 

鈴木 信男 田中 嘉之 西村孝太郎 浜村亥智夫 

樋口 徹 平川 勇 松永 正行 三浦 千秋 

望月 康男 山崎 惇夫 遊佐八重子 渡辺 邦昭 

 

 

    

 

 

 

４．「第３回撮影ウォーク」の実施 
   ◆実施日：平成２９年１０月２１日（土） 

   ◆実施地：御岳渓谷 

   ◆参加者：会員２４名  

      台風接近中にも関わらず雨の中の撮影ウォー 

      クでしたが２４名の参加者がありました。 

      ありがとうございました。 

  

５．「撮影ウォークコンテスト」作品募集 
   ◆募集期間 ：平成２９年１１月１日～２０日 

   ◆テーマ   ：平成２９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 

   ◆応募規定 ：応募規定による 

   ◆審査員   ：多摩 YPC顧問（牛尾征治先生） 

   ◆審査日   ：平成２９年１１月２９日（水）１３：３０～ 

             (非公開審査となります) 

 

 ６．「第１３７回定例コンテスト」公開審査結果 
   ◆開催日 ：平成２９年１１月４日（土） 

   ◆会  場 ：読売新聞立川支局７階会議室 

   ◆審査員 ：外部講師（佐藤仁重先生） 

   ◆応募者数：８９名  応募点数２６４点 

   ◆審査結果   テーマ「人物・スナップ」 

 

最優秀賞 優秀賞 

和田由紀子 遠藤 絹子 鈴木 京子 渡辺 邦昭 

入選 

石川 正秀 一場 貞夫 小山田 稔 古賀 将弘 

小杉 亮二 沢井 康正 塩田 文夫 鈴木 昇治 

鈴木 雅子 田口 定一 竹島 和正 当麻 晴弘 

中野 重夫 西岡 朝子 浜村亥智夫 早川 昇 

松葉 邦雄 村山 功 横山 宣明 和田喜久雄 

 

 [年間行事（１２月～２月）案内] 

 １．平成３０年度「東日本 YPC連合展」の作品募集 
    ◆募集期間 ：平成 29年１２月１日～１２月２５日 

     ◆テーマ   ：「多摩の自然」 

     ◆応募資格  :多摩 YPC会員 

     ◆応募規定  :作品募集要領による（配布済） 

  ◆審   査  :平成３０年１月１８日（木） 

  ◆審査員   ：多摩 YPC  牛尾 征治顧問 

      ＊当コンテストは非公開審査となります 

                  （裏面に続く） 

   

 

 

最優秀賞 優秀賞 

山根 桂子 古賀 将弘 当麻 晴弘 畠山 敏郎 

入選 

榎戸 勝洋 小沢 義雄 落合 秀行 古口 公司 

小杉 啓雄 小松本文子 酒井 春夫 塩澤 隆雄 

鈴木 京子 鈴木 雅子 高野 八洋 田中 道子 

中村 勇 樋口 徹 三浦 千秋 三ツ木謙三郎 

望月 康男 森田 勝 遊佐八重子 渡辺 邦昭 

最優秀賞 優秀賞 

松葉 邦雄 市川 雪江 小杉 亮二 二葉 武夫 

入選 

石川 澪子 宇都宮元紀 海老原克行 遠藤 絹子 

落合 秀行 岸田 隆雄 桑澤 保夫 古賀 将弘 

小松本文子 佐藤 豊吉 渋谷 将利 田口 定一 

竹島 和正 谷村 和子 田丸 博已 中野 重夫 

深澤 光明 箕箸 俊一 渡辺 惠子 渡辺美智子 
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２．「第１３８回定例コンテスト」作品募集 
◆募集期間 ：平成３０年１月１０日～２月５日 

◆テーマ    :「自由」  

◆応募資格 ：多摩 YPC会員 

◆応募規定 ：多摩 YPC応募規定による 

◆公開審査 ：平成３０年２月１７日１４：１５～ 

◆審査会場 ：読売新聞立川支局７階会議室 

◆審査員   :読売写真大賞事務局 

 

  ３.平成３０年度定期総会のお知らせ 
     ◆開催日  ：平成３０年２月１７日（土）１３：００～ 

     ◆会場    ：読売新聞立川支局７階会議室 

       ＊後日送付の総会資料を必ず持参下さい 

 

 ４．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。 

   ◆作品サイズ Ａ４版サイズ又は六つ切りサイズ 

 

 

  「役員会報告」 
   ☆ ９月１６日（土） 

・平成３０年度の活動計画について 

・会が所有する携帯電話の取り扱いについて 

・会員の推移について 

・第１３６回定例コンテストの役割分担 

・第３回撮影ウォーク（御岳渓谷）について 

・会員募集に伴う立川支局の同行取材について 

・その他 

    ☆ ９月２８日（木） 

     ・会報の発送作業 

      （佐藤仁重先生のプロフィール、御岳渓谷撮影ウ

ォーク勧誘チラシ） 

    ☆１０月７日（土） 

     ・平成３１年（２０１９）東日本 YPC連合展の 

       テーマ選定について 

     ・来年度の役員体制について 

     ・第３回撮影ウォーク（御岳渓谷）再確認について 

     ・チャレンジコンテスト審査会の役割分担について 

     ・その他 

☆１１月４日（土） 

     ・来年度の役員体制について 

     ・外部講師の招聘について 

     ・OB会について 

     ・第３回撮影ウォーク（御岳渓谷）の実施報告につ

いて 

     ・平成３０年度（２０１８）多摩 YPC活動計画について 

     ・第１３７回定例コンテスト役割分担について 

     ・その他 

 

 

 

 

 
 

★平成３０年度会費納入について！！ 
    ◆会費は郵便振替用紙にて２月１日～２月末までに 

      納入願います。（期限厳守願います） 

    ◆郵便振替用紙は１月中に送付します。 

     ・継続会員の方は年会費４，０００円です 

     ・新入会員の方は年会費４，０００円に 

      入会金１，０００円を加え５，０００円です 

 

 

                以上 

 


