
 

 

 

 

  

 

 

【年間行事（5月～8月）経過報告】   
１．「第 143回定例コンテスト」公開審査結果 
 ◆開催日 ：2019年 5月 11 日（土） 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局 7 階会議室 

 ◆審査員 ：外部講師（写真家：梶山博明先生） 

 ◆応募者数：87名 応募点数：261点 

 ◆審査結果 テーマ「風景・ネイチャー」 

 

最優秀賞 優秀賞 

河内 勇次 小山田 稔 河内八重子 中村 勇 

入 選 

嵐田 尚吉 伊藤 要介 伊藤 嘉朗 内田智眞子 

宇都宮元紀 海老原克行 榎戸 勝洋 大和田武司 

小松 金雄 鈴木 京子 田代 八海 西岡 朝子 

畠山 敏郎 浜村亥智夫 樋口 徹 土方 節 

三ツ木謙三郎 村山 功 渡辺 邦昭 和田由紀子 

 
２.「モデル撮影会」の実施  
◆実施日:2019年 5月 18日(土) 
◆場 所:国営昭和記念公園 

◆参加者:会員 68名 一般 11名 計 79名 

   79名と大勢の参加者、天気にもめぐまれ盛大に 

   行われた。 

 

３．「第 2回撮影ウォ－ク」の実施 
 ◆実施日：2019年 6月 1日（土） 

 ◆実施地：多摩動物公園 

 ◆参加者：53名 

 

４．「モデル撮影会コンテスト」公開審査結果 

◆開催日 ：2019年 7月 6日（土） 
◆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長（小浜 誓氏） 

◆応募者数：会員 64名一般 5名 応募点数：202点 

◆審査結果 入選者の中に一般 3名入る 

 

最優秀賞 優秀賞 

染谷 六男 嵐田 尚吉 河内八重子 西岡 朝子 

入 選 

伊藤 要介 伊藤 嘉朗 岩田 満 落合 秀行 

木崎 久男 古口 公司 小林 重弘 沢井 康正 

菅原 亘 鈴木 昇治 髙橋 幸雄 竹島 和正 

徳永新太郎 畠山 敏郎 原田 一俊 深澤 光明 

吉野 邦夫 和田由紀子 渡辺 邦昭 渡辺美智子 

※多摩ＹＰＣモデル撮影会でのモデル写真は本コンテ

スト以外には使用できない契約となっております。 

 （ネット掲載・ブログ・他コンテスト等ＮＧです） 

この件につきましては、既に多摩ＹＰＣホームページに 

掲載し周知しております。 

 

 【年間行事（9月～12月）案内】 
１．「第 144回定例コンテスト」作品募集 
  多摩ＹＰＣだより（№71号）に掲載済み 

 ◆募集期間：2019年 8月１日～8月 25日 

 ◆テーマ ：「自由」 

 ◆応募資格：多摩ＹＰＣ会員 

 ◆応募規定：応募規定による 

 ◆公開審査：9月 14日（土）13：00～ 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局７階会議室 

 ◆審査員 ：外部講師（写真家：熊切大輔先生） 

 

２．全日本読売写真クラブ展の作品展示会 

  （個人部門・クラブ対抗戦部門） 
  多摩ＹＰＣだより（№71号）に掲載済み 

 ◆開催日 ：2019年 9月 6日（金）～12日（木） 

 ◆時 間 ：10：00～19：00（最終日は 16：00迄） 

 ◆場 所 ：六本木富士フイルムフォトサロン東京 

 

３．「チャレンジコンテスト」作品募集 

  多摩ＹＰＣだより（№71号）掲載済み 

◆募集期間：2019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ない方 

◆応募規定：応募規定による 

◆公開審査：10月５日（土）13：00～ 

◆審査会場：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） 

 

４．「第 3回撮影ウォ－ク」のご案内 
 ◆日 時 ：2019年 10月 19日（土）9：30～ 

 ◆場 所 ：国営昭和記念公園 

 ◆集 合 ：西立川入口付近 

     ※受付後は自由行動となります 

 

５．「第 145回定例コンテスト」作品募集 
 ◆募集期間：2019年 10月 1日～10月 25日 

 ◆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 16日（土）13：00～ 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査員 ：外部講師（写真家：佐藤仁重先生） 

 

６．「撮影ウォ－クコンテスト」作品募集 
 ◆募集期間：2019年 11月 1日～11月 20日 

 ◆テーマ ：2019年度撮影ウォ－クで撮影 

       された作品 

 ◆応募資格：多摩ＹＰＣ会員 

       （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  桑澤 保夫 



 ◆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） 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査日 ：2019年 11月 27日（水）13：30～ 

        （非公開審査となります） 

   2019年撮影ウォ－ク審査会 

  審査風景見学の事前申込について 

 

この審査会は非公開で行っていますが、 

 この度審査風景の様子を見学できるように 

 対処いたしましたので、当日見学を希望する 

 会員の方は恐れ入りますが、往復ハガキに必要 

 事項を記入の上、10月 2日迄（当日消印有効） 

 に郵送をお願い致します。 

  尚、会場の関係上から定員 20名になります。 

 見学を希望する方が多数の時は抽選で行いますので、 

予めご承知おき下さるようお願い致します。 

※必要事項 ①会員氏名 ②住所 ③連絡先 

※宛先 〒207－0005 東京都東大和市高木 3－249－3 

    多摩読売写真クラブ 桑澤保夫 宛て 

 

７．2020 年全日本読売写真クラブ展 

（クラブ対抗戦部門）作品募集 
 ◆募集期間 ：2019年 12月 1日～12月 25日 

 ◆多摩ＹＰＣテーマ ：「水」 

 ◆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 

  ※応募作品は 2018年 1月 1日以降に撮影された 

   未発表のものに限ります。 

 

  【役員会報告】 
  ☆４月１１日（木） 

   ・全日本読売写真クラブ展・受付当番について 

   ・第 1回撮影ウォ－クの結果報告について 

   ・モデル撮影会の実施計画・役割分担について 

   ・第 2回撮影ウォ－クの役割分担について 

   ・発送作業 多摩ＹＰＣだより・応募票・梶山博    

    明先生のチラシ・モデル撮影会のチラシ 

   ・その他 

 

  ☆５月１１日（土） 

   ・モデル撮影会の再確認について 

   ・全日本読売写真クラブ展の再確認について 

   ・第 2回撮影ウォ－クの再確認について 

   ・第 143回定例コンテストについて 

   ・その他 

 

☆６月１２日（水） 

 ・「5月 18日」モデル撮影会実施状況について 

 ・「6月 1日」第 2回撮影ウォ－ク（多摩動物 

公園）実施状況について 

   ・2020年（令和 2年度）の活動計画について 

・会員の現状数の状況について 

 ・その他 

 

 

☆７月６日（土） 

 ・全日本読売写真クラブ展の受付当番について 

 ・来年の活動日程について 

 ・会計より 6月末現在の財政状況について 

 ・次回の審査会（熊切大輔先生）について 

 ・モデル撮影会審査会について 

 ・発送作業の日程について 

 ・その他 

 

  ☆8月 29日（木） 

   ・発送作業 

     多摩ＹＰＣだより（№72号）・機関紙・ 

     熊切大輔先生のチラシ・  

     佐藤仁重先生のチラシ・ 

     撮影ウォ－クコンテスト審査会見学の 

     事前申込チラシ 

 

  多摩ＹＰＣ「存続の危機」!! 
 

 会員の皆様、役員をしていただける方はいませんか!! 

以前は、11 名の役員がいましたが現在は 8 名と少ない

人数で運営をしています。 

 このままだと多摩ＹＰＣ存続の危機になりかねませ

ん。 

ぜひ、お声がかかりましたら快く役員をお引き受け下さ

るようよろしくお願い申し上げます。 

           役員一同 

 

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  

多摩ＹＰＣ「○○コンテスト」係  

    ※コンテスト名の記入お忘れなく。 

   ◆新応募票を必ず使用してください。 

   ◆連絡先欄に携帯電話番号を記入すること 

    ※読売新聞社より問い合わせがある場合が 

あります。 

 

    事務局からのお願い!! 
     

    会員の皆様の周辺に写真に興味のある方が 

    いらっしゃいましたら是非当事務局へ 

    ご連絡いただきますようお願い申し上げます。 

 

     事務局電話 090-9967-2200 (担当 鈴木) 
 

 

                         以上 


