
,後
1.1.1.1. 新年会長挨拶新年会長挨拶新年会長挨拶新年会長挨拶

2222.... 2012012012013333年『年『年『年『10101010月～月～月～月～12121212月経過報告』月経過報告』月経過報告』月経過報告』

☆☆☆☆ 2012012012013333年年年年・・・・年年年年間間間間賞の発表賞の発表賞の発表賞の発表（（（（１２月１２月１２月１２月 21212121日確定日確定日確定日確定））））順位順位順位順位 氏名氏名氏名氏名 得点得点得点得点
1 河内 八重子 41

2 樋口 徹 34

3 遊佐 八重子 31

4 横山 宣明 27

5 山根 桂子 26

6 鈴木 昇治 25

7 榎戸 勝洋 24

7 浜村 亥智夫 24

7 早川 昇 24

7 山﨑 惇夫 24

☆☆☆☆ コンテスト結果報告コンテスト結果報告コンテスト結果報告コンテスト結果報告

①①①①チャレンジコンテストチャレンジコンテストチャレンジコンテストチャレンジコンテスト

2013.10.5 審査員：青木 久雄氏
(((( 応募者 38名 応募数 112点 )

②②②②第第第第 121121121121回定例コンテスト回定例コンテスト回定例コンテスト回定例コンテスト

2013.11.10 審査員：三輪 洋子 氏最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞山根 桂子 浜村亥智夫 河内八重子 中西 定夫入選２０点西岡 朝子 仕藤 和臣 石川 正秀 河内 勇次鈴木 昇治 望月 康男 土方 節 三浦 千秋早川 昇 伊藤 嘉朗 清水 国夫 吉久保節男嵐田 尚吉 横山 宣明 西村孝太郎 遊佐八重子西野 延男 榎戸 勝洋 村山 功 芹沢 綾子
(応募者 78名 応募数 223点)

③③③③撮影ウォークコンテスト撮影ウォークコンテスト撮影ウォークコンテスト撮影ウォークコンテスト

2013.12.21 審査：YPC大賞事務局最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞横山 宣明 土方 節 田中 道子 福田 宏入選２０点河内八重子 樋口 徹 鈴木 昇治 榎戸 勝洋浜村亥智夫 早川 昇 山﨑 惇夫 石川 正秀鈴木 京子 中西 定夫 渡辺 邦昭 嵐田 尚吉河内 勇次 渡辺 恵子 中村 勇 宇都宮元紀西岡 朝子 大和田武司 佐藤 君子 森田 勝
((((応募者 55名 応募数 161点)

3.3.3.3. 2014201420142014年『年『年『年『1111月～月～月～月～4444月の開催行事・案内』月の開催行事・案内』月の開催行事・案内』月の開催行事・案内』

①①①①「「「「第第第第 122122122122回定例コンテスト・作品募集回定例コンテスト・作品募集回定例コンテスト・作品募集回定例コンテスト・作品募集」」」」作品テーマ：自由募集期間：1月１５日～2月 7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
②②②②「「「「定期総会定期総会定期総会定期総会 開催案内開催案内開催案内開催案内」」」」開催日：２０１4年２月１5日（土）会 場 ：読売新聞立川支局７階会議室総会時間：１３時～１４時同封の平成平成平成平成 26262626年度「多摩ＹＰＣ・定期総会」年度「多摩ＹＰＣ・定期総会」年度「多摩ＹＰＣ・定期総会」年度「多摩ＹＰＣ・定期総会」資料をご持参ください
③③③③「「「「第第第第 122122122122回定例コンテスト回定例コンテスト回定例コンテスト回定例コンテスト・・・・公開審査公開審査公開審査公開審査」」」」開催日：2月 15日（土）定期総会に続き実施時間：14時 30分（予定）

(裏面に続く)

最優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞樋口 徹 岸田 隆雄 山根 桂子 伊藤 嘉朗入選２０点鈴木 昇治 石川 正秀 二葉 武夫 西岡 朝子渡辺美智子 宇都宮元紀 土方 節 佐藤 君子和田由紀子 中野 定信 走尾 克子 田丸 博巳工藤 幾子 清水 七郎 鹿島 義昭 大和田武司森田 勝 榎戸 勝洋 西村孝太郎 金子八重子

2014 年 新春新春新春新春（№.53号号号号）

前年 10 月～１２１２１２１２月経過報告経過報告経過報告経過報告

本年 1 月～ 4 月行事案内行事案内行事案内行事案内

発行日：2014.01.11
.

多摩多摩多摩多摩

YPYPYPYPCCCC だよりだよりだよりだより

http;//www.ypc-tama.com

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 村山 功明けましておめでとうございます。昨年は、猛暑による異常気象と更に台風や竜巻による被害が身近に発生し、大変な被害を受けましたが、2020年にはオリンピックが東京で開催されることに決定し、日本中が沸き上がりました。一方、多摩ＹＰＣは、会員の平均年齢が 74歳と高齢になり会員数の減少傾向が続いておりますが、会員皆様のご協力により、順調に活動を進めることが出来ました。また、2013全日本読売写真クラブ展での入選者数は 24名と、全国ＹＰＣクラブの上位を飾る成績を収めることが出来ました。会員皆様の努力の結果と感謝しております。今後とも更にクラブ運営の向上を目指して役員一同頑張ってまいりますので皆様のご協力を切にお願い申し上げます。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。
2014年 1月 村山 功



④④④④「第「第「第「第 123123123123回定例コンテスト・作品募集」回定例コンテスト・作品募集」回定例コンテスト・作品募集」回定例コンテスト・作品募集」作品テーマ：風景・ネイチャー募集期間：3月 1日～3月 25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
⑤⑤⑤⑤ 2014201420142014年「年「年「年「第第第第 1111回撮影ウォーク回撮影ウォーク回撮影ウォーク回撮影ウォーク」」」」開催日時：4月 5日（土）「「「「小金井公園小金井公園小金井公園小金井公園」」」」集合：江戸東京たてもの園入口前 AM:10:00受付後は自由行動
⑥⑥⑥⑥ 2014201420142014年「モデル撮影会」年「モデル撮影会」年「モデル撮影会」年「モデル撮影会」開催日時：4月 19日（土）昭和記念公園昭和記念公園昭和記念公園昭和記念公園集合場所：西立川口 AM:10:00入園料 :各自負担会 費 :会員は無料 一般は 2,000円
⑦⑦⑦⑦ 2014201420142014年「モデル撮影会・作品募集」年「モデル撮影会・作品募集」年「モデル撮影会・作品募集」年「モデル撮影会・作品募集」募集期間：5月 1日～5月 26日応募要領：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

4.4.4.4.「役員会報告」「役員会報告」「役員会報告」「役員会報告」☆☆☆☆10101010月月月月 5555日日日日((((土土土土))))◆応募規定の改定◆26年度活動計画の策定(実施日の前倒し)◆チャレンジコンテスト審査会実施

☆☆☆☆11111111月月月月 10101010日日日日((((日日日日))))◆26年度活動計画決定◆第 3回撮影ウォーク準備(昭和記念公園)
(11月 16日 参加者 60名)◆121回定例コンテスト審査会実施◆モデル撮影会の無料化(会員)検討◆新会員中心の指導会(12月 7日)準備☆☆☆☆12121212月月月月 7777日日日日((((土土土土))))◆26年度総会資料の計画◆次期役員の人選◆定例コンテスト・外部審査員の招聘検討◆新会員フォローアップ研修指導会の開催撮影ウォークで指導を受けた新会員を中心に牛尾先生の丁寧な指導がありました☆☆☆☆12121212月月月月 21212121日日日日((((土土土土))))◆撮影ウォークコンテスト作品の開封作業

【事務局からのお願い【事務局からのお願い【事務局からのお願い【事務局からのお願い !!!!!!!! 】】】】

☆☆☆☆ 応募票の記入について応募票の記入について応募票の記入について応募票の記入について

同封の応募票同封の応募票同封の応募票同封の応募票((((コピー・ホームページ使用可コピー・ホームページ使用可コピー・ホームページ使用可コピー・ホームページ使用可))))
にすべての項目を記入して下さいにすべての項目を記入して下さいにすべての項目を記入して下さいにすべての項目を記入して下さい

特に撮影年月日の漏れが無いように特に撮影年月日の漏れが無いように特に撮影年月日の漏れが無いように特に撮影年月日の漏れが無いように

((((多摩多摩多摩多摩 YPCYPCYPCYPC応募規定参照応募規定参照応募規定参照応募規定参照))))

☆☆☆☆ 平成平成平成平成 26262626 年度会費納入について年度会費納入について年度会費納入について年度会費納入について

会費は同封の振込用紙にて 2月末日まで納入願います

年会費 ： ４、０００円 （継続会員・新入会の方）

入会金 ： １、０００円 （新入会の方）


