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1. 平成 28 年度定期総会開催

◆開催日：2016 年 2 月 20 日（土）
◆会 場：読売新聞・立川支局 7 階会議室
◆議 事：
①平成 27 年度 活動・決算報告 （承認）
②平成 28 年度 活動計画・会計予算 （承認）
③平成 28 年度 役員選出 （承認）
★７２名と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
次の通りです。
★来 賓 読売新聞 立川支局長 新谷 達夫氏
読売大賞事務局長 横山 聡氏
滝口顧問、 牛尾顧問
★質疑応答
質 問： 年間活動計画表等配布資料の文字が
小さいので改善できないか
回 答： 役員会で検討する事とする
◆平成２７年度年間賞・個人賞・各コンテスト表彰

2. 第 130 回定例コンテスト公開審査結果
2016.2.20（土）
審査員：横山 聡 氏
テーマ「自由」（応募者 ８４名、応募 ２４８点）
最優秀賞
塩田 文夫
小松本文子
室橋 純夫

遊佐八重子
入
榎戸 勝洋
師岡 仙治

優秀賞
田中 道子
選
佐藤 隆史
深澤 光明

野田 広治

海老原克行

鈴木 京子

小松 金雄

吉久保節男

伊藤 要介

小杉 亮二

田丸 博巳

伊藤 嘉朗

森田 勝

鈴木 信男

芹澤 綾子

希望
天冠を付けた幼児
飛び散るしぶき
注目の的
リードポニー
朝日の輝き

◆２０１６年度「東日本 YPC 連合展」本選審査結果
★多摩ＹＰＣは残念ながら受賞は有りませんでした
皆さん来年に向けて頑張りましょう！
最優秀クラブ賞 埼玉 YPC 「高齢化社会」
優秀クラブ賞
秋田 YPC 「鳥海水景色」
山形 YPC 「やまがた花風景」
千葉 YPC 「千葉のくらしと情景」
努力クラブ賞
小山 YPC 「水とたわむれる」
神奈川 YPC 「音ｉｎ神奈川」
最優秀個人賞
埼玉 YPC 森卓廣さん 「記録更新」
千葉 YPC 牧元晴美さん 「朝の情景」

４. ２０１６年「第１回撮影ウオーク」実施
4 月２日 福生市多摩川中央公園を中心に５６名
が参加し満開の桜の下懸命な作品作りに取組れました

【年間行事（５月～８月）案内】
１.「東日本ＹＰＣ連合展」展示会のご案内
◆開催日: ４月２６日（火）～５月２日（月）
AM10:30～18:30 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）

２.「第１３１回定例コンテスト」審査会（案内済）
◆審査日 : ５月７日（土）13:00～
★写真家・梶山 博明氏の審査で開催します

３.「春のモデル撮影会」のご案内
西村孝太郎
鈴木 昇治

◆２０１６年度「東日本 YPC 連合展」エントリー作品
2016.1.23(土)
審査員 : 滝口 烈 氏
テーマ「輝き」 (応募者 25，名応募数 99 点)
タイトル

行：多摩読売写真クラブ
所：〒190-8540
立川市曙町 1-27-10
読売新聞立川支局内
責任者：会長 仕藤 和臣

島田 博

3.2016 年度「東日本ＹＰＣ連合展」審査結果

写真番号
1
2
3
4
5
6

発
住

氏 名
遊佐 八重子
嵐田 尚吉
鈴木 京子
伊藤 嘉朗
塩田 文夫
渡辺 邦昭

◆日 時 : ５月１４日（土） AM10:00～
◆受付場所 : 昭和記念公園西立川駅入場門前
(受付は AM9:30～10:00)
◆会 費 ： 会 員 1,000 円 会員以外 2,000 円
◆入場料 ： 入場料は各自負担
◆モデル ： 日テレイベンツ所属モデル３名

４.「全日本ＹＰＣ展」の作品募集
◆募集締切り : ５月３０日（月）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」係あて
〒100-8055 千代田区大手町 1-7-1
◆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

5.２０１６年「第２回撮影ウオーク」開催のご案内
◆ 日 時 : ６月４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
(裏面に続く)

6.「モデル撮影会」の作品募集
◆募集期間 : ６月１日～６月２５日（消印有効）
◆応募資格 : 5 月 14 日・モデル撮影会参加者
◆応募規定 : 多摩 YPC 応募規定による
◆公開審査日： ７月３日（日） 13：00～
◆審査会場 : 読売新聞・立川支局 7 階会議室

７．「第１３２回定例コンテスト｣作品募集
◆募集期間 : 8 月１日～2５日 (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 11 日(日) PM1:00～
◆審査会場 : 読売新聞・立川支局 7 階会議室

8.多摩ＹＰＣ主催応募作品の宛先
◆宛先：〒190-8540 立川市曙町 1-27-10
読売新聞立川支局内・多摩ＹＰＣコンテスト係
※コンテスト名の記入をお忘れなく

【事務局よりのお知らせ】
◆「2017 年（平成２９年） 東日本ＹＰＣ連合展」
・多摩ＹＰＣ応募作品テーマを【命（生命）】と決定
・応募は１２月１日～１２月２５日（消印有効）です
(3 月に案内済)

【役員会報告】
1. 1 月 9 日(土)
◆定期総会資料作成

2. 1 月 23 日(土)
◆平成２８年度定期総会準備
◆平成２８年度東日本ＹＰＣ連合展の審査会
（多摩ＹＰＣの連合展応募６作品の選定）

3. 2 月 20 日(土)
◆次年度 2017 東日本ＹＰＣ連合展のテーマ決定
◆平成２８年度第１回撮影ウオークの計画検討
◆３月５日発送予定の案内 3 通作成の担当決め

4. 3 月 5 日(土)
◆新役員を含めた役割分担の検討
◆モデル撮影会の実施準備について
◆第１回撮影ウォーク(福生・多摩川堤)の最終確認
◆東日本ＹＰＣ連合展（展示会）担当役員について
◆平成２８年度総会での質問事項検討
↓ ＜3 月 5 日役員会検討結果＞
・文字を出来るだけ太く見易い様に改定する
(今年度は既に交付済みのため、来年度から
実施する)

5. 4 月 9 日(土)
◆担当役員の役割分担決定
◆第１回撮影ウォーク（4/2）の実施結果について
◆モデル撮影会実行計画・準備について

◆次回定例コンテストから新しい応募票を試行
写真面からタイトルが見える応募票を試行します
新応募票は２月２０日の総会会場で会員に配られた
ものを使います
今までどおり既存の応募票を使っての応募も有効です
新応募票の使用結果を見て移行するかの判断をする
ために行います
（２月実施の定期総会に欠席の方もおられましたので
新応募票を同封します)

◆読売新聞大賞事務局から発行されてました会報誌
｢フレンズ」を全面リニューアルし 4 月から｢読売写真
クラブ会報」となりました

【その他報告】
◆ホームページ閲覧状況
期間：2015.4.11～2016.4.21

4/21 現在

多摩ＹＰＣトップページ
多摩ＹＰＣコンテ
2014 年度
スト
2015 年度
多摩ＹＰＣ活動内容
掲 示 板

13,934
906
6,104
3,402
4,070

・多摩 YPC のホームページ
http://www.ypc-tama.com/

◆「熊本地震被災者応援募金」取組のお知らせ
４月１４日から発生の「熊本地震」被災者の方に対し
“微力ながら何らかの応援が出来たら”と思い、会として
以下の取り組みをしたいでご協力お願いいたします
★取組前提として多摩ＹＰＣ会員有志の方を対象
①今回発送便に案内チラシ・郵便振込用紙を同封
②今後一年間公開コンテスト時の一人「１００円募金」
・主催として ： 多摩ＹＰＣ事務局
・募金先
：検討中
・期間
：２０１７年４月までを予定
※途中経過についてはＹＰＣだより等で報告します

以

上

