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【年間行事（
【年間行事（1 月～4
月～4 月）経過報告】
月）経過報告】

◆開催日:平成 26 年 2 月 22 日(土)PM1:00－2:10
◆会 場:読売新聞・立川支局 7 階会議室
◆議 事:①平成 25 年度活動・決算報告 (承認)
②会則一部改定 (承認)
③平成 26 年度活動計画・会計予算 (承認)
④平成 26 年度役員選出 (承認)
◆平成 25 年度年間賞・個人賞・各コンテスト表彰

1.平成
1.平成 26 年度定期総会開催

★雪のため日程変更にも係わらず 69 名の出席でした

審査員:青木
優秀賞
勝 河内八重子
入選者
啓雄 高橋 幸雄
義雄 伊藤 要介
道子 小杉 亮二
義昭 大和田武司
国夫 山崎 惇夫

久雄 氏

2.第
2.第 122 回定例コンテスト・公開審査結果
2014.2.22

最優秀賞
渡辺 邦昭
河内 勇次
岸田 隆雄
田中 弘
清水 七郎
筒井 登

森田
小杉
小沢
田中
鹿島
清水

遊佐八重子
渡辺 恵子
佐藤 君子
渋谷 将利
佐藤 豊吉
中西 定夫

テーマ 「自由」 (応募者 90 名応募数 253 点)

審査員 横山
優秀賞
河内八重子 榎戸 勝洋
入選者
深澤 光明 染谷 六男
小沢 義雄 浜村亥智夫
谷村 和子 佐藤 君子
当麻 晴弘 渋谷 勝利
横山 宣明 西野 延男

3.第
3.第 123 回定例コンテスト・公開審査結果
2014.4.13
:

最優秀賞
遊佐八重子
渡辺 恵子
箕箸 俊一
渡辺 邦昭
土方 節
師岡 仙治

聡 氏
中西 定夫
岸田 隆雄
樋口 徹
和田喜久雄
佐藤 隆史
芹沢 綾子

テーマ 「風景・ネイチャー」 (応募者 82 名応募数242 点)

4.2014 年「第 1 回撮影ウォーク」実施
4 月 5 日小金井公園にて 55 名が参加し開催された
また、初心者向けに顧問・牛尾先生の指導があった

5.2014 年「春のモデル撮影会」 実施
4 月 19 昭和記念公園にて 90 名が参加し開催された
また、顧問・滝口先生の指導があった

【年間行事(5
【年間行事(5 月～8
月～8 月)案内】
案内】

◆実施日 ：5 月 31 日（土）
◆開催場所：多摩動物公園
◆集合場所:時間：入場門前 AM10:00
★入園料は各自負担・受付後は自由行動とします
★初心者向けに牛尾先生(顧問)の指導があります

1.第
1.第 2 回撮影ウォークのご案内
回撮影ウォークのご案内

◆募集期間：5 月 1 日(木)～26 日(月)消印有効
◆公開審査：6 月 7 日（土）PM1:00～
◆審査会場：読売新聞立川支局・ 7 階会議室
◆応募規定：多摩 YPC 応募規定による
3.全日本 YPC 写真展作品募集
◆募集締切: 6 月 6 日(金)必着
◆テーマ : 自由
◆応募資格:YPC 会員に限る
◆応募要領:既に郵送のチラシ(黄色)参照
4.第
4.第 124 回定例コンテスト作品募集
◆募集期間：7 月 1 日（火）～25 日(金)消印有効
◆テーマ ：自由
◆応募資格：多摩 YPC 会員に限る
◆応募規定：多摩 YPC 応募規定による
◆公開審査：8 月 3 日（日）PM1:00～
◆審査会場：読売新聞立川支局・ 7 階会議室
5.チャレンジコンテスト作品募集
5.チャレンジコンテスト作品募集
◆募集期間：8 月 1 日（金）～25 日(月)消印有効
◆テーマ ：自由
◆応募資格：会員で年間賞・受賞歴の無い方
◆応募規定：多摩 YPC 応募規定による
6．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・コンテスト係
※コンテスト名の記入お忘れなく
2.モデル撮影会
2.モデル撮影会作品募集
モデル撮影会作品募集

☆1 月 11 日(土)◆定期総会準備
☆1 月 25 日(土)◆総会資料・多摩 YPC だより
フレンズ・会費振込票等発送作業
☆2 月 22 日(土)◆平成 26 年度定期総会開催
◆第 122 回定例コンテスト公開審査開催
☆3 月 8 日(土)◆総会の反省・新役員の役割分担
◆今年度審議すべき課題
①写真展再検討
・東日本 YPC 連合写真展への出展検討
・多摩 YPC 写真展の再開検討
②コンテスト応募規定再検討
・サイズ、撮影時期等について
◆第 1 回撮影ウォーク 4/5 の準備
◆モデル撮影会 4/19 の準備
☆4 月 13 日(日)
◆2014 年度の会員数は昨年度 9 名減員の
165 名(うち新入会員 10 名)となっている
◆コンテスト応募規定(サイズについて)検討
◆第 123 定例コンテスト公開審査開催
【役員会報告】

