
 

 

 

 

  

 

 

【年間行事（9月～12月）経過報告】 
１．「全日本読売写真クラブ展（個人部門） 

             審査結果 

 ◆審査員 ：写真家（立木義浩先生） 

 ◆審査結果 下記の 10名の方が入選されました。 

 

入  選 

伊藤 要介 大木佳津子 落合 秀行 小松 金雄 

沢井 康正 鈴木 京子 西村孝太郎 樋口 徹 

松葉 邦雄 遊佐八重子   

 

２．「全日本読売写真クラブ展」 

（クラブ対抗戦部門）本選結果 

 ◆審査員 ：各ＹＰＣ代表・読売写真大賞事務局 

 ◆本選結果 多摩ＹＰＣテーマ「水」 

  残念ながら今回は入賞・入選はありません。 

 
３．「第 148回定例コンテスト」公開審査結果 
◆開催日 ：令和 2年 9月 19日（土） 
◆審査会場：読売新聞立川支局７階会議室 

◆審査員 ：外部講師（写真家：熊切大輔先生） 

◆応募者数：74名 応募点数：220点  

◆審査結果 テーマ「自由」 

   ※会員の出席なしで審査会を行いました。 

 

最優秀賞 優秀賞 

野﨑 清義 小松 金雄 西村孝太郎 松葉 邦雄 

入 選 

榎戸 勝洋 大和田武司 落合 秀行 小山田 稔 

古賀 将弘 小杉 亮二 竹島 和正 田中 道子 

戸部 末夫 永澤 晴夫 畠山 敏郎 浜村亥智夫 

深澤 光明 星野 洌生 三浦 栄子 望月 康男 

山﨑 惇夫 遊佐八重子 渡辺 邦昭 渡辺 惠子 

 

４．「チャレンジコンテスト」公開審査結果 
◆開催日 ：令和 2年 10月 3日（土） 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査員 ：多摩ＹＰＣ顧問（滝口 烈先生） 

 ◆応募者数：30名 応募点数：88点 

 ◆審査結果 テーマ「自由」 

    ※会員の出席なしで審査会を行いました。 

 

最優秀賞 優秀賞 

箕箸 俊一 小松本文子 畠山 敏郎 渡辺 惠子 

入 選 

石川 澪子 市川 雪江 遠藤 絹子 大木佳津子 

木崎 久雄 岸田 隆雄 岸田 隆夫 小杉 亮二 

 

 

 

後藤 昇 佐藤 豊吉 田代 八海 谷村 和子 

田丸 博已 戸部 末夫 永澤 晴夫 中野 重夫 

野﨑 清義 橋本 義男 平山 栄男 深澤 光明 

 

５．「第 3回撮影ウォーク」の実施 
◆実施日 ：令和 2年 10月 17日（土）9：30～ 

◆実施地 ：神代植物公園・深大寺・水生植物園 

 ◆参加者 ：31名 

    ※雨の中お疲れ様でした。 

 

６．「第 149回定例コンテスト公開審査結果 
◆開催日 ：令和 2年 11月 7日（土） 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査員 ：外部講師（写真家：佐藤仁重先生） 

 ◆応募者数：73名 応募点数：217点 

 ◆審査結果 テーマ「人物・スナップ」 

   ※会員の出席なしで審査会を行いました。 

 

最優秀賞 優秀賞 

野﨑 清義 沢井 康正 西岡 朝子 渡辺 惠子 

入 選 

嵐田 尚吉 伊藤 嘉朗 大木佳津子 小山田 稔 

加藤 幸男 河内 勇次 鈴木 京子 髙橋 幸雄 

竹島 和正 田代 八海 田中 道子 畠山 敏郎 

浜村亥智夫 平川 勇 箕箸 俊一 山﨑 惇夫 

山根 桂子 遊佐八重子 和田由紀子 渡辺 邦昭 

 

７.「撮影ウォ－クコンテスト」非公開審査結果 
 ◆開催日 ：令和 2年 11月 25日（水） 

 ◆会 場 ：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査員 ：多摩ＹＰＣ顧問（牛尾征治先生） 

 ◆応募者数：37名 応募点数：111点 

 ◆審査結果 

 

最優秀賞 優秀賞 

野﨑 清義 大木佳津子 鈴木 京子 野武 高行 

入 選 

落合 秀行 加藤 幸男 岸田 隆雄 岸田 隆夫 

栗田 君子 小杉 亮二 後藤 昇 田中 道子 

谷村 和子 田丸 博已 中野 重夫 中村 勇 

西村孝太郎 畠山 敏郎 浜村亥智夫 村山 功 

遊佐八重子 和田由紀子 渡辺 邦昭 渡辺 惠子 

 

 

        （裏面に続く） 
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●会員の出席なしで審査会を行っている様子 

   
 

８．「2020年 年間賞」12 名・決定 
 ◆対象コンテスト 

  ・定例 第 146回～第 149回、    4回 

  ・恒例 全日本（クラブ）全日本（個人）、 

      チャレンジ、撮影ウォ－ク、 4回 

  ※今年はモデル撮影会が中止の為  計 8回 

順 位 氏 名 得 点 

１ 野﨑 清義 ３４ 

２ 沢井 康正 ２５ 

３ 大木 佳津子 ２４ 

４ 畠山 敏郎 ２３ 

５ 渡辺 惠子 ２２ 

６ 遊佐 八重子 ２１ 

７ 鈴木 京子 ２０ 

７ 西村 孝太郎 ２０ 

９ 和田 由紀子 １９ 

１０ 落合 秀行 １８ 

１０ 箕箸 俊一 １８ 

１０ 山﨑 惇夫 １８ 

 

 【年間行事（1月～4月）案内】 
１．2021 全日本読売写真クラブ展 

     （クラブ対抗戦部門）作品募集 
  ※夏号（№75号）に掲載済み、途中省略する 

 ◆審査日  ：令和 3年 2月 3日（水）（非公開審査） 

 ◆審 査  ：当コンテストは非公開審査となります 

  ※応募作品は 2019年 1月 1日以降に撮影された 

   未発表のものに限ります。 

 

２．「第 150回定例コンテスト」作品募集 
 ◆募集期間 ：令和 3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）13：00～ 

 ◆審査会場 ：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査員  ：読売写真大賞事務局長（小浜 誓氏） 

   ※会員の出席なしで審査会を行います。 

 

３．令和 3 年度定期総会のお知らせ 
令和 3 年 2 月 20 日（土）定期総会は中止とし定期総

会資料をご覧いただき、同封いたしましたハガキの該当

するところに○印をして、意見等がありましたら枠欄に

記入していただき返送をお願いいたします。 

期日までにハガキの提出がない場合には、承認・賛成し

たものとさせて頂きます。(定期総会等の協力依頼文書

参照) 

尚、全日本読売写真クラブ展（クラブ対抗戦部門）入選

者、2020年の年間賞の対象者、個人賞（ニコン奨励賞・ 

キャノン奨励賞）、各種コンテストの入賞者（最優秀賞・

優秀賞）の対象者の方は、総会資料等と一緒に賞品を同

封いたしております。(賞の内容によっては別便で送付

いたします。) 

 

４．「第 1 回撮影ウォ－ク」のご案内 

 ◆開催日  ：令和 3年 4月 3日（土）9：30～ 

 ◆場所   ：国営昭和記念公園 

 ◆集合場所 ：西立川入口付近 

 

５．「第 151 回定例コンテスト」作品募集 

 ◆募集期間 ：令和 3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 15日（土）13：00～ 

 ◆審査会場 ：読売新聞立川支局 7階会議室 

 ◆審査員  ：外部講師（写真家：梶山博明先生） 

 

  【役員会報告】 
  ☆9月 19日（土） 

   ・2021年の活動計画について 

   ・148回定例コンテストについて 

   ・第 3回撮影ウォ－ク（神代植物公園・ 

    深大寺・水生植物園）について 

   ・応募写真の返却について 

   ・その他 

 

  ☆10月 3日（水） 

   ・2021年の役員体制について 

   ・審査会の入選等の選定方法の検討について 

 ・チャレンジコンテスト審査会について 

 ・第 3回撮影ウォ－ク（神代植物公園・ 

  深大寺・水生植物園）の再確認について 

 ・その他 

 

☆11月 7日（土） 

   ・2021年総会の開催方法について 

   ・第 3回撮影ウォ－ク（神代植物公園・深大寺・

水生植物園）実施報告等について 

   ・撮影ウォ－ク審査の入賞・入選のについて 

   ・2021 年多摩ＹＰＣ活動計画表の一部訂正につ

いて 

   ・ニコン賞・キャノン賞について 

   ・第 149回定例コンテスト審査会について 

   ・その他 

 
  ☆12月 2日（水） 

   ・会計監査の日時、2021年定期総会の準備 

   ・2021年写真コンテストの審査員について 

   ・その他 

 

            以上 


