
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、２０１２年度 定期総会 開催案内 

 開催日：２０１２年２月１８日（土） 

   会場：読売新聞立川支局７階会議室 

 総会時間：１３時１５～１４時 

★総会終了後「第１１４回定例コンテスト」公開審査 

  １４時３０分～１６時 総会と同一会場にて実施 

 

チャレンジコンテスト 審査結果 

２、コンテスト結果発表 

２-１「チャレンジコンテスト」11/4：本多 典之先生 

最優秀賞 優秀賞 

田中 道子 西村孝太郎 安西 公夫 友野 昭夫 

          入選者 

一場 貞夫 山根 桂子 渡辺美智子 鈴木 昇治 

土方 節 谷村 和子 宇都宮元紀 伊藤 嘉郎 

三浦 千秋 菊池 敏 鹿島 義昭 石田 勝男 

佐藤 豊吉 大和田武司 塩田 文夫 山崎 惇夫 

筒井 登 中野 定信 平川 勇 谷内 忠善 

２-２「第１13 回定例コンテスト」 

12/4 審査員：米田 育広 先生 

最優秀賞 優秀賞 

遊佐八重子 染谷 六男 塩田 文夫 中西 定夫 

          入選者 

清水 国夫 伊藤 嘉郎 近藤 二郎 近藤 進 

鈴木 京子 宇都宮元紀 小林 滋 高橋 惇夫 

河野 祺英 平川 勇 永井 勇 安西 公夫 

岸田 隆雄 池口 保 渡辺 恵子 尾川 光男 

渡辺 邦昭 小杉 啓雄 浜村亥智夫 河内八重子 

 

２-３「撮影ウォーク・コンテスト」 

 審査：写真大賞事務局 

最優秀賞 優秀賞 

一場 貞夫 遊佐八重子 永井久仁子 嵐田 尚吉 

          入選者 

河内八重子 杉田 陽造 浜中 義孝 浜村亥智夫 

小林 敏夫 鈴木 京子 清水 七郎 平川 勇 

山崎 惇夫 村山 功 三浦 千秋 三浦 栄子 

松永 正行 宮森 義雄 塩田 文夫 横山 宣明 

和田喜久雄 佐藤 君子 野武 高行 小松 金雄 

 

３、年間成績  

順位 氏名 得点 順位 氏名 得点 

1 塩田 文夫 42 8 河内八重子 21 

2 遊佐八重子 38 9 清水 国夫 20 

3 鈴木 京子 35 9 宮森 義雄 20 

4 浜村亥智夫 33 9 平川 勇 20 

4 一場 貞夫 33 12 横山 宣明 18 

6 山崎 惇夫 24 13 西村孝太郎 16 

7 村山 功 22 13 近藤 二郎 16 

 

４、 役員会・臨時役員会の開催 

4-1 定例役員会：1 月 7 日 読売新聞立川支局 10 時 

  ★定期総会 議案書の検討・年度賞の確定 

4-2 臨時役員会：1 月 21 日 読売新聞立川支局 10 時 

   ★定期総会・議案書の確定 

  ★総会議案書・YPC45 号 郵送作戦 

 

５、 第１１４回定例コンテスト作品募集＆公開審査 

5-1 定例コンテスト作品募集 

■ テーマ：自由 

■ サイズ：６ッ切～ワイド４ッ（A4 可） 

■ 応募点数：３点以内（組み写真１点可） 
※組写真は２L 版３枚をセロテープで繋ぐ 

■ 応募期間：１月２０日（金）～２月１５日（水） 

■ 作品条件：2011 年 1 月以降撮影の作品でデジタル

は画像加工をしてないストレート作品に限る 

■ 送り先：〒190-8540 立川市曙町 1-27-10 

     読売新聞・立川支局内 

     多摩 YPC 第１１４回定例コンテスト係 

5-2 公開審査：２月１８日 総会に引き続き実施 

 

６、ホームページ担当者の募集結果とその後 
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会長・新年の挨拶 

                榎戸 勝洋 

明けましておめでとうございます。 

昨年 3 月 11 日の地震で日本中が重苦しい生活を余儀

なくされ、その後、被害の大きさに只只驚くばかりです。 

東日本大震災の爪跡が残る今日、大変御苦労なさって

いる方々が多い中、一刻も早い復興を願わずには居られ

ません、だんだん薄れていく過去をもう一度思い起こ

す、必要な時期なのではないかと思います。 

多摩 YPC の活動も会員皆様のご協力により、順調に

進んでおり、また時代に合った内容を取り入れ、会員全

員が参加できる様な運営をしたく思っています。 

今年も更なる発展と楽しいクラブ運営を目指し、役員

一同頑張ってまいりますのでご協力をお願い申し上げ

ます。 

寒さ厳しき折、健康には充分留意されて幸せな年にな

りますようご祈念申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YPC だより 4４号に「ホームページ編集担当者募

集」を同封させて頂きましたが、残念ながら応募者

が有りませんでした。 

現在は会員の皆様に親しまれるホームページを

念頭に業者の選定を進めています。 

 

 

 

 


