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１、新年会長挨拶
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明けましておめでとう御座います。
昨年秋、福島県双葉町を視察しました、目にした
光景は、人影もなく例年なら棚田には稲が頭を垂れ
金色に光る秋ですが、田には稲穂はなく、一面セイ
タカアワダチ草の花が一面咲き誇る、異常で無残な
光景でした。
また保育園の園内は子供達の甲高い声もなく、伸
びた草むらに、乗る人もない送迎バスがぽつんと置
かれた光景でした、薄れゆく記憶の中で一刻も早い
復興を願わずにはいられません。
多摩 YPC の活動は会員皆様のご協力により順調
に進んでおります、今後は更に会員・全員参加の運
営を目指し役員一同頑張って行く所存です。
ご支援ご協力宜しくお願い致します。
寒さ厳しき折、健康には十分留意され、幸せな年
になりますようご祈念申し上げます。
2013.01.12

榎戸

勝洋

2、2012 年『10 月～12 月経過報告』
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2012 年・年度賞の発表（１２月２6 日確定）
順位
氏名
得点
1
37
河内八重子
2
32
塩田 文雄
3
29
河内 勇次
4
27
杉田 陽造
4
27
浜村亥智夫
6
25
紫牟田潤一
7
23
中村 勇
7
23
福田 宏
7
23
村山 功
7
23
山崎 惇夫

3、コンテスト結果報告
3-1 チャレンジコンテスト審査結果・報告
2012.11.03
審査員：牛尾 征治 氏
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
河内 勇次 佐藤 豊吉 福田 宏
鈴木 昇治
入選２０点
渡辺 恵子 寺本 和正 宇都宮元紀 工藤 幾子
山根 桂子 渡辺美智子 谷村 和子 財津早由岐
石川 正秀 土方 節
塩沢 隆雄 石田 勝男
小林 勝
和田由紀子 三浦 千秋 筒井 登
安西 公夫 佐藤 君子 田丸 博巳 平山 栄男

第１１７回定例コンテスト
2012.12.09
審査員：滝口 烈 氏
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
杉田 陽造 浜村亥智夫 一場 貞夫 塩田 文夫
入選２０点
安西 公夫 渡辺美智子 横山 宣明 中西 定夫
鈴木 昇治 古口 公司 高橋 惇夫 村山 功
河内八重子 早川 昇
近藤 二郎 小松 金雄
下井たまみ 塩沢 隆雄 榎戸 勝洋 芹沢 綾子
山根 桂子 福田 宏
遊佐八重子 友野 昭男
3-3 撮影ウォークコンテスト
2012.12.25
審査：YPC 大賞事務局
最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞
河内八重子 鈴木 京子 中村 勇
早川 昇
入選２０点
浜村亥智夫 仕藤 和臣 嵐田 尚吉 伊藤 嘉朗
河内 勇次 谷村 和子 横山 宣明 平井 一郎
杉田 陽造 土方 節
塩田 文夫 野武 高行
渡辺 邦昭 石田 勝男 宮森 義雄 山崎 惇夫
池口 保
福田 宏
榎戸 勝洋 村山 功

３、２０１３年『1 月～3 月の開催行事・案内』
3-1『第１１８回定例コンテスト・作品募集』
作品テーマ：自由
募集期間：1 月１５日～2 月 8 日
応募資格：多摩 YPC 会員に限る
応募要領：多摩 YPC 応募規定通り
宛先：〒190-8540 立川市曙町 1-27-10
読売新聞立川支局・コンテスト係
※コンテスト名の記入をお忘れなく
3-2 『定期総会 開催案内』
開催日 ：２０１３年２月１６日（土）
会場 ：読売新聞立川支局７階会議室
総会時間：１３時～１４時
3-3『第１１８回定例コンテスト』公開審査
開催日：2 月 16 日（土）定期総会に続き実施
時間：14 時 30 分（予定）
3-4『第 1 回撮影ウォーク』
開催日時：4 月 06 日（土）「多摩動物公園」
集合：入場門前 Am:10:00 受付後自由行動
年会費納入のお願い
会費は同封の振込用紙で納入願います。
年会費：４、０００円
入会費：１、０００円
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