
 

 

 

 

 

 

 

【年間行事（5 月～8 月）経過報告】 
1.「第 131回 定例コンテスト」公開審査結果 

◆開催日：平成 28年 5月 7日（土） 

◆会  場：読売新聞立川支局７階会議室 

◆審査員：梶山 博明 氏（ニコンカレッジ講師） 

◆応募者数：86名 応募点数：252点 

◆審査結果 

最優秀賞 優 秀 賞 

遊佐八重子 小杉 啓雄 渡辺 恵子 鈴木 雅子 

入  選  

内田智眞子 佐藤 隆史 師岡 仙治 深澤 光明 

河内八重子 浜村亥智夫 渡辺 邦昭 鈴木 京子 

嵐田 尚吉 塩田 文夫 酒井 春夫 谷村 和子 

宇都宮元紀 小杉 亮二 伊藤 嘉朗 早川 昇 

島田 博 渋谷 将利 村山 功 平川 勇 

 

2.「平成 28年度モデル撮影会」の実施 

◆実施日：平成 28年 5月 14日（土） 

◆実施地：昭和記念公園 

◆参加者 : 会員 59名 一般 10名 計 69名 

 

3.「第 2回 撮影ウォーク」の実施 

◆実施日：平成 28年 6月 4日（土） 

◆実施地：多摩動物公園 

◆参加者 : 会員 63名  

 

4.「平成 28年モデル撮影会」公開審査結果 

◆開催日：平成 28年 7月 3日（日） 

◆会  場：読売新聞立川支局７階会議室 

◆審査員：横山 聡 氏（読売大賞事務局長） 

◆応募者数：55名  応募点数：161点 

◆審査結果 

最優秀賞 優 秀 賞 

池口 保 榎戸 勝洋 町田 勝郎 山﨑 惇夫 

入  選  

高橋 惇夫 宇都宮元紀 渡辺 邦昭 野瀬 昭憲 

高橋 幸雄 森田 勝 北條 勝彦 和田由紀子 

田丸 博巳 箕箸 俊一 沢井 康正 仕藤 和臣 

鈴木 雅子 染谷 六男 二葉 武夫 畠山 敏郎 

河内 勇次 中田 貢 深沢 光明 落合 秀行 

 

5.「2016全日本読売写真クラブ展」審査結果 

◆発  表 : 7 月 17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（入賞は 162点） 

 

 

◆入賞作品展示 ： 富士フイルムフォトサロン 1階 

    7月 22日～28日(10-19 時 最終日 16時迄) 

◆審査結果 

    多摩ＹＰＣより次の方(30 名)が入賞されました 

 

 審 員 奨 励 賞（2点） 

 海老原克行 三浦 千秋  

入 選（28点） 

石川 正秀 一場 貞夫 小山田 稔 岸田 隆雄 

桑澤 保夫 古賀 将弘 古口 公司 佐藤 隆史 

佐藤 豊吉 沢井 康正 塩田 文夫 鈴木 京子 

鈴木 信男 高橋 幸雄 田中 道子 谷村 和子 

西岡 朝子 西村孝太郎 野武 高行 早川 昇 

森田 勝 村山 功 安田 勤 山﨑 惇夫 

山根 桂子 遊佐八重子 横山 宣明 渡辺 邦昭 

 

6.「132回定例コンテスト」作品募集中(案内済) 
◆募集期間：平成 28年 8月 1日～8月 25日 

◆テーマ ：自 由 

◆公開審査：9月 11日 PM 1:00～ 

◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 

【年間行事（2016 年 9 月～12月）案内】 
1.「132回定例コンテスト」審査会案内(別紙案内) 

◆審査日 : 9月 11日（日） PM 1:00～ 

◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

◆審査員：写真家 佐藤 仁重 氏(ニコンカレッジ講師) 

 

2.「第 3回撮影ウォーク」の案内(別紙案内) 

◆開催日：平成 28年 10月 15日（土） 

◆実施地：横 浜 (夕・夜景も撮影予定) 

◆集合場所： JR桜木町駅前広場 

(バスターミナル)歩道橋付近 

◆集合時間：PM2時より受付 PM2:30開始 

 

3.「チャレンジコンテスト」作品募集 

◆募集期間：平成 28年 9月 1日～9月 25日 

◆テーマ ：自 由 

◆応募資格：当会員で年間賞受賞歴の無い方 

◆応募規定：応募規定による 

◆公開審査：10月 9日（日）PM:1:00～ 

◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 

4.「第 133回 定例コンテスト」作品募集 

◆募集期間：平成 28年 10月 1日～10月 25日 

           (裏面に続く) 
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発行：多摩読売写真クラブ 

住所：〒190-8540 

     立川市曙町 1-27-10 

     読売新聞立川支局内 

責任者：会長 仕 藤 和 臣 



◆テーマ  ：人物・スナップ 

◆応募資格：多摩 YPC会員 

◆応募規定：応募規定による 

◆公開審査：11月 5日（土）PM:1:00～ 

◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 

5.「撮影ウォークコンテスト」作品募集 

◆募集期間：平成 28年 11月 1日～11月 20日 

◆テーマ：平成 28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：当コンテストは非公開審査となります 

 

6.「平成 29年度東日本 YPC連合展」作品募集 

◆募集期間：平成 28年 12月 1日～12月 25日 

◆多摩 YPCテーマ：「命（生命）」 

◆応募資格：多摩 YPC会員 

◆応募規定：応募規定による 

◆審    査：当コンテストは非公開審査となります 

 

7.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をお忘れなく 

  

【事務局よりのお知らせ】 
◆熊本地震被災者支援募金の中間報告について 

 ・審査会時の募金箱 （7月 20日現在） 4,059円 

  ・事務局への振込み （7月 20日現在）96,370円 

以上 10万円を超える善意をお寄せ頂いています 

尚、引き続き支援募金を受け付けていますが振込み 

期限を９月末日とさせて頂きます 

 

◆新しい応募票の使用について 

 第 133回定例コンテスト(10月 1日～25日募集分) 

  以降の応募は新しい応募票をご使用ください 

 (近日中にホームページへ新応募票を貼付しますの 

 で、ご利用ください)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役員会報告】 
1.  5月 7日（土） 

 ◆役員の職務分担の再確認について 

 ◆モデル撮影会の最終役割分担について 

 ◆熊本地震の支援金募集について 

◆その他問題等について 

 

2.  6月 11日（土） 

 ◆モデル撮影会の実施状況等の報告について 

 ◆撮影ウォーク多摩動物園の実施状況等の 

報告について 

◆多摩 YPC入選作品の新聞掲載(コメント)について 

◆熊本地震支援金の経過報告 

◆中間会計報告（5月末） 

 

3.  7月 3日（日）  

 ◆情報誌等の会員への発送及び内容物の確認について 

◆第 3回撮影ウォークの詳細検討について 

 ◆全日本連合写真展の役員の担当について 

◆熊本地震支援金の経過報告 

◆中間会計報告（6月末） 

 

4.  8月 3日（水）  

 ◆情報誌等の会員への発送作業 

 

                 以  上 

 


