
 

 

 

 

  

 

 

 

【年間行事（1月～4月）経過報告】   
１．２０２２年全日本読売写真クラブ展クラブ

対抗戦部門（多摩選抜審査結果） 

 審査日 ：令和 4年 2月 2日（水）（非公開審査）  

審査員 ：横山 聡氏 

 テーマ ：「光」 

 出展者数：41 名 出展点数：158 点 

 

 

写真番号 タイトル 入賞者氏名 

１ 公園のシンボル 竹島 和正 

２ 霧雨の光 森田 勝 

３ 帰宅時の雨 鈴木 京子 

４ 照光に輝く 渡辺 邦昭 

５ 晩秋ライトアップ 山﨑 惇夫 

６ 霜のダイヤを纏っ

た葉ボタン 

岸田 隆雄 

  

補欠２   流れゆく光跡    岸田 隆夫 

 

※組№２春の光 遊佐八重子が入っていましたが、デー

タ提出時撮影日が規定日２０１９年１月１日以前によ

り取り下げ、補欠１霧雨の光 森田勝が入りました。 

 

２.2022 年（令和 4年度）定期総会は中止 
 新型コロナウィルスの新変異種のオミクロン株の感

染拡大により、会員の皆様の感染防止による安全第一

を考えて今年度の定期総会は中止することになりま

した。 

 

３．「第 154回定例コンテスト」審査結果 
◆開催日 ：令和 4年 2月 19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：66名 応募点数：196点  

◆審査結果 テーマ「自由」 

  ※会員の出席なしで審査会を行いました。 

 

最優秀賞 優秀賞 

森田 勝 小松 金雄 深澤 光明 渡辺 邦昭 

入 選 

市川 雪江 一場 貞夫 岩﨑 幸男 大和田武司 

小沢 義雄 小山田 稔 河内八重子 熊坂 弘子 

小杉 亮二 佐藤 豊吉 沢井 康正 鈴木 京子 

田代 八海 戸部 末夫 西岡 朝子 野武 高行 

浜村亥智夫 松葉 邦雄 箕箸 俊一 和田由紀子 

 

４．「第１回撮影ウォーク」の実施 
◆実施日：令和 4年 4月 8日（金） 

◆実施地：国営昭和記念公園 

◆参加者：59名 

 ※今年は試行的に金曜日に実施しました。 

 

 【年間行事（５月～９月）案内】 
１．「第 155回定例コンテスト」作品募集 
  多摩ＹＰＣだより（№79号）に掲載済み 

       （裏面に続く） 

新会長ご挨拶    桑澤 保夫 
２０２２年も引続き多摩ＹＰＣの会長を務める事になりまし

た。会員の皆様にご協力をいただきながら、今年度の 

活動計画を進めて行きたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願い致します。 

昨年は新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、 

多摩ＹＰＣの活動においてもかなりの影響がありました。 

それぞれの行事を進めていくなかで、会員皆様のご理解

とご協力によりまして何とか活動計画を行ってまいりまし

た。２０２２年定期総会は非常に強い感染力のあるオミクロ

ン株の感染拡大により、会員の皆様の感染防止による安

全第一を考えて開催を断念いたしました。このことも会員

の皆様のご理解とご協力を頂いたことについては厚くお礼

申し上げます。 

 毎年の事ですが会員数の減少によりクラブ運営も中々

厳しい現状ですが、２０２２年の活動計画では恒例事業と

しては、撮影ウォ－クは多摩地区を中心に３回、モデル撮

影会も計画いたしました。定例コンテストではプロで活躍し

ている写真家の先生にお願いすることになっております。

その他ではモデル撮影会コンテスト・チャレンジコンテスト・

撮影ウォ－クコンテストの計画をしております。 

 年間賞についてですが、１位から３位までは読売新聞の

写真大賞事務局から副賞として盾がありますが、４位から１

０位までは副賞の盾がなく、以前はあったが最近は無いの

で副賞を出してほしいとの要望がありました。このことは年

間を通して優れた作品により、年間賞を受賞したことで今

後においての作品作りと励みになると思っておりますの

で、クラブの財政面と合わせて役員会で検討していきたい

と思っております。 

 多摩ＹＰＣは、会員の親睦と写真技術の向上を目指し、

生涯を通して楽しめるクラブを目指して役員一同努力を致

してまいります。 

 今年度についても９名の役員体制で一生懸命努めてま

いりますが、役員一人一人の職務が多くなり大変さを感じ

ているところです。会員の皆様のなかで役員を引き受けて

いただきたいと思っておりますので、よろしくお願い致しま

す。 
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 ◆募集期間：令和 4年４月１日～４月 25日 

 ◆テーマ ：「風景・ネイチャー」 

 ◆応募資格：多摩ＹＰＣ会員 

 ◆応募規定：応募規定による 

 ◆公開審査：5月 21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：梶山博明先生） 

  ※後日送付の梶山博明先生の紹介チラシ参照 

  ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

２．「モデル撮影会」のご案内 
 ◆日 時 ：令和 4年 5月 14日（土）9：30～ 

 ◆受付場所：国営昭和記念公園・西立川入口付近 

            （受付は 9：30～10：00） 

 ◆会 費 ：会員 1,000円 入園料は各自負担 

 ◆モデル ：2名（日テレイベンツ）今回は 2名 

  ※コロナ感染防止の為一般者は参加できません。 

  ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

３．2022 全日本読売写真クラブ展（個人部門） 

作品募集 

 ◆応募締切：令和 4年 5月 20日（金）必着 

◆テーマ ：自由 

◆応募資格：ＹＰＣ会員に限る 

◆応募要項：チラシ応募要項参照 

◆審査員  ：写真家 立木 義浩氏 

   ※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。一人 10点まで。 

 

４．「第 2回撮影ウォーク」のご案内       
◆日 時 ：令和 4年 6月 4日（土）9：30～ 
◆場 所 ：多摩動物公園 

◆集 合 ：正門入口付近 

    ※受付後は自由行動となります 

    ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

５．「モデル撮影会コンテスト」作品募集 
◆募集期間 ：令和 4年 6月 1日～6月 25日 

◆応募資格 ：5月 14日（土）モデル撮影会参加者 

◆応募規定 ：応募規定による 

◆公開審査 ：７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  ：読売写真大賞事務局長（小浜 誓氏） 

※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規約となってお

ります。（ネット掲載・ブログ・他コンテスト等

ＮＧ） 

 ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

６．「第 156回定例コンテスト」作品募集 
 ◆募集期間 ：令和 4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 17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） 

 ※後日送付の熊切大輔先生の紹介チラシ参照 

 ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

7.2022 全日本読売写真（個人部門） 

   （クラブ対抗戦部門）の作品展示会 
◆開催日  ：8月以降を予定 

◆時 間  ：10：00～19：00 最終日は 16時まで 

◆場 所  ：富士フイルムフォトサロンスペース 2 

 ※詳細が分かり次第ＨＰ・トピックスに掲載 

   ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

８．「チャレンジコンテスト」作品募集 

◆募集期間 ：令和 4年 9月１日～9月 25日 

◆テーマ  ：「自由」 

◆応募資格 ：年間賞受賞歴のない方・5年経過の方 

◆応募規定 ：応募規定による 

◆公開審査 ：10月 1日（土）13：00～ 

◆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） 

  ※感染防止のためマスク着用をお願いいたします。 

 

  【役員会報告】 
  ☆1月 8日（土） 

   ・総会資料最終確認について 

   ・賞品等の準備状況の確認について 

   ・会計監査について 

   ・その他 

 

  ☆１月 19日（水） 

   ・会員宛ての送付作業について 

    総会資料・ＹＰＣだより・会費振込用紙・    

  コンテスト応募票・2021年活動計画表案・ 

  総会開催方法の通知・返信用ハガキ・賞状 

  賞品クオカード・ＹＰＣだより等 

 ・総会開催方法について 

 ・その他 

 

☆2月 2日（水） 

 ・2022 全日本読売写真クラブ展（クラブ対抗戦

部門）の審査会 

 

☆2月 19日（水） 

 ・第 1回撮影ウォ－クについて 

 ・モデル撮影会について 

 ・定期総会は中止となる 

 ・第 154回定例コンテストの審査会 

 ・その他 

 

☆3月 2日（水） 

 ・撮影ウォ－クについて 

 ・モデル撮影会について 

 ・定例コンテスト審査会について 

 ・チャレンジコンテスト審査会について 

 

    （次ページへ続く） 



 ・撮影ウォ－クコンテスト審査会について 

 ・2022年会費の振込み状況について 

 ・その他 

 

☆4月 13日（水） 

 ・第 1回撮影ウォ－クの結果報告について 

 ・5月 14日モデル撮影会開催について 

 ・第 2回撮影ウォークについて 

 ・発送作業（多摩ＹＰＣだより・梶山先生の紹介 

  チラシ・読売写真クラブ会報・モデル撮影会チ 

  ラシ） 

 ・その他 

    

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。 

    ※新応募票を使用してください。 

 

    事務局からのお願い!! 
    会員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 090-1612-1149 (担当 木崎) 
 

                         以上 


