
【年間行事（【年間行事（【年間行事（【年間行事（8888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】

1.1.1.1.第第第第 128128128128回回回回 定例コンテスト公開審査結果定例コンテスト公開審査結果定例コンテスト公開審査結果定例コンテスト公開審査結果◆開催日：平成 27年 9月 5日（土）◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室◆審査員：横山 聡 氏（読売写真大賞事務局長）◆応募者数：87名 応募点数：255点◆審査結果最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 優優優優 秀秀秀秀 賞賞賞賞一場 貞夫 遊佐八重子 二葉 武夫 佐藤 豊吉入入入入 選選選選小松本文子 榎戸 勝洋 髙橋 幸男 小沢 義雄樋口 徹 沢井 康正 渡辺 恵子 鈴木 京子筒井 登 横山 宣明 嵐田 尚吉 塩田 文夫伊藤 要介 宇都宮元紀 和田由紀子 三浦 千秋伊藤 嘉郎 渋谷 将利 望月 康男 村山 功
2.2.2.2.東日本研修セミナー開催東日本研修セミナー開催東日本研修セミナー開催東日本研修セミナー開催◆開催者：読売写真大賞事務局◆開催日：平成 27年 9月 26日（土）PM1:30～4:30◆会 場：国立オリンピック記念青少年センター◆参加者： 約 100名（多摩ＹＰＣ 20名）
3.3.3.3.チャレンジコンテスト公開審査結果チャレンジコンテスト公開審査結果チャレンジコンテスト公開審査結果チャレンジコンテスト公開審査結果◆開催日：平成 27年 10月 3日（土）◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室◆審査員：清水 敏明 氏（読売写真大賞事務局）◆応募者数：38名 応募点数：112点◆審査結果
4.4.4.4.第第第第 3333回回回回 撮影ウォークの実施撮影ウォークの実施撮影ウォークの実施撮影ウォークの実施◆開催日：平成 27年 10月 17日（土）◆開催地：東京 お台場◆参加者: 30名（天候不順につき）
5.5.5.5.第第第第 129129129129回回回回 定例コンテスト公開審査結果定例コンテスト公開審査結果定例コンテスト公開審査結果定例コンテスト公開審査結果◆開催日：平成 27年 11月 7日（土）◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室◆審査員：横山 聡 氏（読売写真大賞事務局長）◆応募者数：78名 応募点数：230点◆審査結果

6.6.6.6.撮影ウォークコンテスト（非公開）審査結果撮影ウォークコンテスト（非公開）審査結果撮影ウォークコンテスト（非公開）審査結果撮影ウォークコンテスト（非公開）審査結果◆実施日：平成 27年 11月 28日（土）◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室◆審査員：顧問 牛尾 征治 氏◆応募者数： 56名 応募点数 : 165点◆審査結果
7.7.7.7.「平成「平成「平成「平成 27272727年度年度年度年度 年度賞」年度賞」年度賞」年度賞」10101010名名名名・・・・決定決定決定決定◆対象コンテスト・定例 第 126回～第 129回、 4回・恒例 東日本、モデル、全日本、チャレンジ、撮影ウォーク、5回 計 9回

8.8.8.8.平成平成平成平成 28282828年年年年 東日本東日本東日本東日本 YPCYPCYPCYPC連合展作品募集中連合展作品募集中連合展作品募集中連合展作品募集中◆募集期間：平成 27年 12月 1日～12月 25日◆テーマ ：「 輝 き 」◆応募資格：多摩 YPC会員◆応募規定：作品募集要領による(配布済)
(裏面に続く)

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 優優優優 秀秀秀秀 賞賞賞賞田中 道子 鹿島 義昭 佐藤 君子 宇都宮元紀入入入入 選選選選佐藤 正夫 中田 貢 石田 勝男 海老原克行大和田武司 筒井 登 谷村 和子 和田由紀子小杉 啓雄 渡辺美智子 岸田 隆雄 国分田 勝石川 正秀 箕箸 俊一 沢井 康正 渡辺 恵子三浦 千秋 渋谷 将利 中野 定信 鈴木 雅子

最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 優優優優 秀秀秀秀 賞賞賞賞染谷 六男 遊佐八重子 渡辺 邦昭 鈴木 京子入入入入 選選選選田中 道子 小松本文子 平山 栄男 深澤 光明河内八重子 沢井 康正 浜村亥智夫 池口 保一場 貞夫 大和田武司 佐藤 豊吉 嵐田 尚吉和田喜久雄 松永 正行 田丸 博巳 早川 昇森田 勝 中村 勇 望月 康男 村山 功
最優秀賞最優秀賞最優秀賞最優秀賞 優優優優 秀秀秀秀 賞賞賞賞嵐田 尚吉 岸田 隆雄 池口 保 古賀 将弘入入入入 選選選選田中 道子 遊佐八重子 榎戸 勝洋 高橋 史子福田 宏 山﨑 惇夫 染谷 六男 河内八重子仕藤 和臣 二葉 武夫 石川 正秀 山根 桂子一場 貞夫 塩田 文夫 平田 亘 松永 正行古口 公司 三浦 千秋 村山 功 高橋 惇夫
順順順順 位位位位 氏氏氏氏 名名名名 得得得得 点点点点
1 遊佐 八重子 36

2 染谷 六男 32

3 仕藤 和臣 31

3 鈴木 京子 31

5 嵐田 尚吉 27

6 河内 八重子 25

6 横山 宣明 25

8 田中 道子 23

9 一場 貞夫 22

9 山﨑 惇夫 22
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【年間行事（【年間行事（【年間行事（【年間行事（2016201620162016年１月～年１月～年１月～年１月～4444月）案内】月）案内】月）案内】月）案内】

1.1.1.1.第第第第 130130130130回回回回 定例コンテスト作品募集定例コンテスト作品募集定例コンテスト作品募集定例コンテスト作品募集◆募集期間：平成 28年 1月 10日～2月 5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：2月 20日（土）◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室
2.2.2.2.第第第第 131131131131回回回回 定例コンテスト作品募集定例コンテスト作品募集定例コンテスト作品募集定例コンテスト作品募集◆募集期間：平成 28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 7日（土）◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室
3.3.3.3.応募作品の宛先応募作品の宛先応募作品の宛先応募作品の宛先◆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をお忘れなくコンテスト名の記入をお忘れなくコンテスト名の記入をお忘れなくコンテスト名の記入をお忘れなく
4.4.4.4.平成平成平成平成 28282828年東日本ＹＰＣ連合展審査（非公開）年東日本ＹＰＣ連合展審査（非公開）年東日本ＹＰＣ連合展審査（非公開）年東日本ＹＰＣ連合展審査（非公開）◆実施日：平成 28年 1月 23日（土）◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室◆審査員：未定
5.5.5.5.平成平成平成平成 28282828年度年度年度年度 多摩多摩多摩多摩 YPCYPCYPCYPC定期総会定期総会定期総会定期総会◆実施日：平成 28年 2月 20日（土）PM1：00◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室※※※※後日送付の総会資料を必ず持参下さい後日送付の総会資料を必ず持参下さい後日送付の総会資料を必ず持参下さい後日送付の総会資料を必ず持参下さい
6.6.6.6.第第第第 130130130130回回回回 定例コンテスト審査会定例コンテスト審査会定例コンテスト審査会定例コンテスト審査会◆実施日：平成 28年 2月 20日（土）PM2：30◆会 場：読売新聞立川支局７階会議室
7.7.7.7.第第第第 1111回回回回 撮影ウォークのご案内撮影ウォークのご案内撮影ウォークのご案内撮影ウォークのご案内◆開催日：平成 28 年 4月 2日（土）AM10:00◆場 所：福生・多摩川の堤防（堤防沿いに約 2.5キロの 桜並木）◆集合場所：ＪＲ五日市線・熊川駅下車徒歩 1km明神下（みょうじんした）公園（多摩川の堤防沿い多摩川睦橋と五日市線・鉄橋の中間に位置）◆その他 : さくら祭りの期間中、福生市および商工会による写真コンクールもあります奮って応募下さいなお、当日お昼には恒例の懇親会を予定しています

【役員会報告】【役員会報告】【役員会報告】【役員会報告】

1.1.1.1. 9999月月月月 5555日（土日（土日（土日（土）◆全日本ＹＰＣ展の報告及び反省等について◆新審査方法の反省及び今後の課題について◆撮影ウォーク実施場所の検討
2.2.2.2. 10101010月月月月 3333日（土日（土日（土日（土）◆平成 28年度の活動計画について◆新審査方法の課題の確認について◆撮影ウォーク（お台場）についての検討◆作品応募票の見直しについて
3333.... 11111111月月月月 7777日（土日（土日（土日（土）◆撮影ウォーク（お台場）の反省・課題について◆来年度の役員体制について◆ニコン賞・キャノン賞の推薦について◆作品写真の返却方法について◆健全財政（会費改定等）について
4.4.4.4. 11111111月月月月 28282828日（土日（土日（土日（土）◆年会費改定等の再検討◆来季の組織（新役員）の推薦等について◆ニコン賞・キャノン賞の推薦について
5.5.5.5. 12121212月月月月 5555日（土）日（土）日（土）日（土）◆今年度の会計報告及び来年度の活動計画等の検討◆来季役員の確認及び新役員の推薦について◆キャノン賞、ニコン賞候補者の決定以 上


