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責任者：会長 榎戸 勝洋
◆ 募集期間：10 月 1 日（月）～10 月 25 日（木）
◆ 応募資格：会員で年間賞・受賞歴のない人に限る
【年間行事（
年間行事（7 月～9 月）経過報告】
経過報告】
◆ 公開審査：11 月 3 日（土）13 時より
１・モデル撮影会作品
モデル撮影会作品・
撮影会作品・公開審査結果
◆ 審査会場：読売新聞立川支局・7 階会議室
◆開催日：平成 24 年 7 月 7 日（土）
◆ 審査員：多摩 YPC 顧問依頼予定
◆会場：読売新聞立川支局７階会議室
◆審査員：本間光太郎 氏（読売写真大賞事務局） ２・第 117 回 定例コンテスト
定例コンテスト 作品募集
◆応募者数：68 名 応募点数：199 点
◆
募集期間：
11
月 1 日（木）～11 月 25 日（日）
◆審査結果
◆ テーマ：人物・スナップ
最優秀賞
優秀賞
◆ 応募資格：多摩 YPC 会員に限る
山崎 惇夫 中村 勇 河内 勇次 嵐田 尚吉
◆ 応募規定：多摩 YPC 応募規定による
入選者
◆ 公開審査：12 月 9 日（土）13 時より
下井たまみ 永井 勇 河内八重子 寺本 和正
◆ 審査会場：読売新聞立川支局・7 階会議室
尾川 光男 宇都宮元紀 和田喜久雄 横山 宣明
塩田 文夫 佐藤 豊吉 鈴木 京子 河野 祺英 ３・第 3 回 撮影ウォーク
撮影ウォーク
平川 勇 野武 高行 谷内 忠善 尾川 恵久
「奥多摩の
奥多摩の紅葉を
紅葉を求めて」
めて」
早川 昇 村山 功 友野 昭男 北条 勝彦
◆ 実施日：11 月 17 日（土）
◆ 集合場所：JR 青梅線「御嶽駅」
２・全日本 YPC 展入選状況（
展入選状況（大賞事務局提供
大賞事務局提供）
提供）
◆ 集合時間：10 時
最優秀賞
餌を待つ 紫牟田潤一
撮影ウォーク・
コンテスト作品募集
ウォーク・コンテスト作品募集
審査委員奨励賞
私も衣替え 小川 清治 ４・撮影ウォーク
◆募集期間：12 月 1 日（土）～12 月 20 日（木）
入選者
◆ テーマ：本年度・撮影ウォークでの作品
古口 公司 横山 宣明 嵐田 尚吉 塩田 文夫
◆応募資格：会員で本年度撮影ウォーク参加者
神蔵 祥江 清水 国夫 山崎 惇夫 鈴木 昇治
◆ 審査：非公開
一場 貞夫 永井久美子 石川 正秀 渡辺 邦昭
◆ 審査員：多摩 YPC 顧問依頼予定
平川 勇 仕藤 和臣 渋谷 将利 田中 道子
安田 勤 杉田 陽造 浜村亥智夫 伊藤 要介 ５・応募作品の
応募作品の宛先
鈴木 京子 中村 勇 土方 節 西村孝太郎
◆宛先：〒
1190-8540 立川市曙町 1-27-10
和田由紀子 樋口 徹 松永 正行 河内八重子
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
３・第 116 回 定例コンテスト
定例コンテスト・
コンテスト・公開審査結果
６・公開審査会場
◆開催日：平成 24 年 9 月 8 日（土）
◆読売新聞立川支局 7 階会議室
◆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） 【役員会報告】
役員会報告】
◆応募者数：91 名 応募点数：268 点
１・会長報告
◆審査結果
支局との話し合いでコンテスト入選作品の新聞掲載
最優秀賞
優秀賞
を従来の定例コンテストに加え
「モデル撮影会・作品」
染谷 六男 一場 貞夫 安西 公夫 遊佐八重子
を紙面の許す範囲で掲載することになった。
入選者
２・会員数：200 名（7 月 7 日現在）
浜村亥智夫 河内 勇次 杉田 陽造 小山田 稔
小林 勝 小沢 義雄 宮森 義雄 横山 宣明 【ホームページ
ホームページ閲覧状況
ページ閲覧状況】
閲覧状況】
塩田 文夫 福田 宏 石田 勝男 村山 功
現在 8/23
中西 定夫 師岡 仙冶 鈴木 京子 早川 昇
5,585
多摩写真倶楽部 TOP ページ
中村 勇 和田由紀子 吉久保節男 芹沢 綾子
854
多摩 YPC
2011 年度
コンテスト結果 2012 年度
1,667
1,754
多摩 YPC 活動内容
【年間行事（
年間行事（10 月～12 月）案内】
案内】
1,819
掲示板
１・チャレンジコンテスト・
チャレンジコンテスト・作品募集
◆作品テーマ：自由
2012 年秋号

（№.４
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多摩 YPC 7 月～9 月経過報告
10 月～１２月行事案内
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