
 

 

 

 

  

 

 

【年間行事（5月～8月）経過報告】   
１．「第 147回定例コンテスト」公開審査結果 
◆開催日 ：2020年 5月 16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：68名 応募点数：201点  

◆審査結果 テーマ「風景・ネイチャー」 

 

最優秀賞 優秀賞 

高橋 幸雄 榎戸 勝洋 小沢 義雄 竹島 和正 

入 選 

伊藤 要介 内田智眞子 宇都宮元紀 小山田 稔 

岸田 隆雄 後藤 昇 佐藤 豊吉 沢井 康正 

田代 八海 西村孝太郎 畠山 敏郎 平井 一郎 

松葉 邦雄 三浦 千秋 箕箸 俊一 村山 功 

望月 康男 山根 桂子 遊佐八重子 和田由紀子 

 

２．「第 2回撮影ウォーク」の実施 
◆実施日：令和 2年 6月 6日（土） 

◆実施地：多摩動物公園 

 ◆参加者：35名 

 

 【年間行事（9月～12月）案内】 
１．「第 148回定例コンテスト」作品募集 
 ◆募集期間 ：令和 2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 19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） 

  ※会員の出席なしで審査会を行います。 

 

２.全日本読売写真クラブ展（個人部門） 

   （クラブ対抗戦部門）の作品展示会 
◆開催日  ：令和 2年 9月 25日～10月 1日 

◆時 間  ：10：00～19：00（最終日は 16：00迄） 

◆場 所  ：富士フイルムフォトサロン東京 

◆受 付  ：読売写真大賞事務局で対応 

 

３．「チャレンジコンテスト」作品募集 

◆募集期間 ：令和 2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 3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） 

   ※会員の出席なしで審査会を行います。 

 

４．「第 3回撮影ウォ－ク」のご案内 
◆日 時  ：令和 2年 10月 17日（土）9：30～ 

◆場 所  ：神代植物公園・深大寺・水生植物園 

◆集 合  ：正門入口付近 

     ※受付後は自由行動となります。 

 

５．「第 149回定例コンテスト」作品募集 
◆募集期間 ：令和 2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 7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） 

   ※会員の出席なしで審査会を行います。 

 

６．「撮影ウォ－クコンテスト」作品募集 
◆募集期間 ：令和 2年 11月 1日～11月 20日 

◆テーマ  ：令和 2年撮影ウォ－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） 

 ◆審査会場 ：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査日  ：11月 25日（水）13：30～ 

     （非公開審査となります） 

 

７．2021 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 ：令和 2年 12月 1日～12月 25日 

 ◆多摩ＹＰＣテーマ：「わが町多摩」 

 ◆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 2019年 1月 1日以降に撮影された 

   未発表のものに限ります。 

 

８．多摩ＹＰＣの今後（9月以降）の定例 

  コンテスト審査会等の開催方法について 
  審査会等において感染者が発生した場合は、多摩 

  ＹＰＣの活動と会場を借用していることも含めて 

  影響があり暫くの間は休止になることも考えられ、 

  何としても活動休止を避けなければならないと 

  思っています。 

      （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 



  このことから、多摩ＹＰＣの今後（9月以降）の 

  活動につきましては、次のように実施と対応を 

  行っていきますので、会員の皆様におかれましては 

  ご事情ご理解を下さるようよろしくお願いいたし

ます。 

 

① 定例コンテスト審査会等関係 
第 148回・第 149回定例コンテスト審査会、 

チャレンジコンテスト審査会、撮影ウォ－ク 

審査会については、会員の安全第一を考えて、 

前回同様に会員の出席なしで審査会を行います。 

審査は役員出席のもと、審査員の先生に通常 

とおりの選定方法で審査を行ってもらいます。 

 ※審査結果は。最優秀賞・優秀賞・入選者 

のみに、審査会終了後 1週間頃までには連絡 

いたします。ご理解とご協力の程お願いいたしま

す。 

 

② 第 3回撮影ウォ－ク関係 
10月 17日（土）第 3回撮影ウォ－ク（神代植物

公園・水生植物園）は開園していれば、通常通り 

実施をいたします。（深大寺を含む） 

 但し、今後の状況により休園になれば、撮影ウ

ォ－クは中止いたします。今後の動向については 

、神代植物公園ホームページ（電話０４２－４８

３－２３００）を確認下さるようお願いいたしま

す。 

  

③ 各コンテスト等の応募関係 
2020年多摩ＹＰＣ活動計画表（多摩ＹＰＣホーム

ページ参照）に記載されております。各応募期間

で対応して行きます。 

 

  【役員会報告】 
  ☆4月 23日（木） 

   ・発送作業（機関紙・肖像権・撮影ウォ－ク 

    定例コンテスト・多摩ＹＰＣだより他 

   ・その他 

 

  ☆5月 16日（土） 

   ・6月・7月の多摩ＹＰＣの活動対応について 

   ・第 2回撮影ウォ－クについて 

 ・第 147回定例コンテスト審査会について 

 ・その他 

 

☆6月 10日（水） 

 ・第 2回撮影ウォーク「多摩動物公園」につ 

  いて 

 ・2021年活動計画について 

 ・会員の現状について 

 ・その他 

 

  ☆7月 29日（土）（7月 11日から変更） 

   ・今後の審査会等の開催方法について 

   ・第 3回撮影ウォ－クの開催について 

   ・全日本読売写真クラブ展について 

   ・2021年活動計画について 

   ・6月末現在の財政状況について 

   ・会員の状況について 

   ・8月 20日（木）の発送作業について 

   ・その他 

 

  ☆8月 20日（木）（臨時役員会） 

   ・発送作業 

    （多摩ＹＰＣだより 2020 年・夏（№75 号）・

熊切先生・佐藤先生のプロフィール・第 3回

撮影ウォ－ク「神代植物公園・深大寺・水生 

植物園」・各コンテスト審査会等の開催方法 

についての周知文） 

     
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。 

 

  会員の皆様へお願い!! 
   これまでに各審査会で選外になりました写真が

だいぶたまっております。そこで 2021年より 

    1年間保管して、取りに来なかった写真につい      

    ては、役員の方で処分させていただきます。 

    ご理解とご協力の程お願いいたします。 

 

   事務局からのお願い!! 
    写真に興味のある方は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 090-1612-1149 (担当 木崎) 


