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2.「第
2.「第 126 回定例コンテスト」公開審査結果
2014.2.15
最優秀賞

新会長挨拶

仕藤 和臣

春は，名のみの風の寒さよ・・・春を待たずして会長職
を仰せつかりました。
多摩 YPC も過去 30 年もの歴史を重ね，現在に至っ
ております。この重厚な歴史の上に，本年は役員の
平均年齢も若返り徐々にでは有りますが，新しい風
が吹き始めたら・・・と，願っております。
私が現在考えている改革の一つ目は 30 年の歴史を
築いてきた諸先輩に対する感謝の施策，二つ目はこ
れからの多摩 YPC の歴史を築いていく若手の新入会
員の育成，三つ目は苦労ばかり多い幹事役員が誇
りを持てるようにブランド力育成，以上の3点を重点施
策とし頑張っていきます。
年々会員数も減少，従って財政も窮乏しつつあり，
会のために良かれと思いつつもなかなか実現できな
いとは思いますが，役員 11 名一丸となり少しでも楽し
く有意義な会にしたいと思っています。
会員の皆様には，「楽しい写真殿堂」構築のため，
今まで以上のご協力を賜りますようお願いいたします。
【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 27 年 2 月 15 日(日)PM1:00－1:40
◆会 場:読売新聞・立川支局 7 階会議室
◆議 事:①平成 26 年度活動・決算報告 (承認)
②平成 27 年度活動計画・会計予算 (承認)
③平成 27 年度役員選出 (承認)
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４月４日小金井公園にて 56 名が参加し開催されました
お昼には桜満開の下、懇親会が開かれ会員皆様方と
親交を深めました

4.2015 年「第 1 回撮影ウォーク」実施

1.平成
1.平成 27 年度定期総会開催

★肌寒い日でしたが、74 名の多くの会員が出席され
盛会のうちに定期総会が終了しました
なお、定期総会の来賓、質疑応答については次のと
おりです

来 賓 読売新聞東京本社立川支局長 安倍好宏氏
読売大賞事務局 繁田統央氏
滝口顧問、 牛尾顧問
質疑応答
質問 非公開の審査会はどのように行うのか?
回答 先ず、役員全員で応募作品を開封し、写真は撮
影ウォーク別に分類して準備は終わる。昨年の
審査は、多摩 YPC の牛尾顧問にお願いした
質問 モデル撮影コンテストには榎並先生を招聘し
たが、今年は外部にお願いする予定は？
回答 会の財政状況等から、今年度については極めて
難しいと思われる

◆平成 26 年度年間賞・個人賞・各コンテスト表彰

【年間行事(5
【年間行事(5 月～8
月～8 月)案内】
案内】
1.「春のモデル撮影会」
1.「春のモデル撮影会」 のご案内
◆日

時 :

◆場

所 :

昭和記念公園西立川駅入場門前

◆会

費 :

会

◆モデル :
◆指

５月１6 日（土）AM10:00～

員

１０００円 会員以外

２０００円

日テレイベンツ所属モデル３名

導 : 当会顧問 牛尾

征治

氏

◆日 時 : 5 月 30 日（土）AM10:00～
◆場 所 : 多摩動物公園入場門前
★入園料は各自負担・受付後は自由行動とします
★初心者向けに役員の指導を予定してます

2.2015「第
2.2015「第 2 回撮影ウォーク」のご案内

3.「東日本
3.「東日本 YPC 連合展」開催のお知らせ
◆開催日 : 4 月 28 日(火)～５月４日(月)10:30～18:30
最終日は 15:00 まで
◆場

所 : ニコンサロン bis (新宿エルタワー 28 階)

(裏面に続く)

◆募集期間：6 月 1 日(月)～25 日(木)消印有効
◆公開審査：7 月 4 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

4. 「モデル撮影会」作品募集

5.「全日本 YPC 写真展」作品募集

◆募集締切： 6 月 2 日(火)必着
◆宛 先 : 読売新聞東京本社・写真大賞事務局
「全日本読売写真クラブ展」係
◆テーマ : 「自 由」
◆応募資格 : YPC 会員に限る
◆応募要領 : 同封のチラシ参照

6.「第
6.「第 128 回定例コンテスト」作品募集

◆募集期間 ：8 月 1 日（土）～25 日(火)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 ：9 月 5 日（土）PM1:00～
◆審査会場 ：読売新聞立川支局・ 7 階会議室
◆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

7．多摩 YPC 各コンテストの応募先

☆1 月 10 日(土)◆定期総会準備
☆1 月 24 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 15 日(日)◆平成 27 年度定期総会開催
◆第 126 回定例コンテスト公開審査開催
☆２月 21 日（土）新役員へ YPC 組織などの説明
☆3 月 7 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東日本 YPC 連合写真展の写真展示について
②各撮影ウォークの役割分担について
◆第 1 回撮影ウォーク 4/4 の準備について
◆モデル撮影会 5/16 の準備について
☆4 月 11 日(土) ◆新体制での職務分担決定
◆第１回撮影ウォークの結果と反省について
◆モデル撮影会の準備と役割分担について
◆次回東日本 YPC 連合展のテーマについて
【役員会報告】

皆様のお知り合いで、写真に興味をお持ちの
方に入会をお勧めするチラシを作りましたので
新会員獲得に向け是非ご協力ください
◎新加入者用
「写真への“
「写真への“いざない"
いざない"」 同封ハガキ
◎モデル撮影会・一般参加者用
「春のモデル撮影会」 同封チラシ

事務局から新会員勧誘のお願い!!
事務局から新会員勧誘のお願い!!
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