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【年間行事（４月～７月）経過報告】
.15
１．「第１回撮影ウオーク」の実施
◆開催日：平成３０年４月７日（土）
◆開催地：浅草周辺
◆参加者：５２名
天気に恵まれ５２名と多くの参加者が
集まりました。外国人観光客や和服姿
の女性も大勢いて賑やかな浅草周辺でした。

２．「第 139 回定例コンテスト」公開審査結果
◆開催日：平成３０年５月９日（水）
◆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）
◆応募者数：８７名 応募点数 ２６１点
◆審査結果：テーマ「風景・ネイチャー」
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６．
「モデル撮影会コンテスト」の公開審査結果
◆開催日
◆審査会場
◆審査員
◆応募者数
◆審査結果
最優秀賞
平川 勇
石川
古賀
竹島
平井

澪子
将弘
和正
一郎

三ツ木謙三郎

：平成３０年７月７日（土）
：読売新聞立川支局７階会議室
：読売写真大賞事務局（小浜 誓 氏）
：６１名 応募点数：１８１点
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７．全日本読売写真クラブ展
西岡 朝子
榎戸 勝洋
岸田 隆雄
竹島 和正
箕箸 俊一
遊佐八重子

３．「モデル撮影会」の実施
◆実施日：平成３０年５月１９日（土）
◆実施地：昭和記念公園
◆参加者：会員６５名 一般５名 計７０名
好天に恵まれ楽しい撮影会でした。

４．「第 2 回撮影ウオーク」の実施
◆開催日：平成３０年６月２日（土）
◆会場 ：多摩動物公園
◆参加者：６８名
好天に恵まれ６８名と大勢の参加者があり
楽しい多摩動物公園での撮影会でした。

５．「東日本読売写真クラブ連合展」本選結果
テーマ「多摩の自然」
我が多摩ＹＰＣは優秀クラブ賞に輝きました。
最優秀個人賞に鈴木京子様「秋深し多摩川」が
選出されました。
優秀クラブ賞 多摩ＹＰＣ テーマ「多摩の自然」
最優秀個人賞 鈴木京子様 タイトル「秋深し 多摩川」

◆開催日：平成３０年８月２４日（金）～３０日（木）
◆時間 ：１０：００～１９：００
（最終日は１６：００まで）
◆場所 ：六本木富士フイルムフォトサロン
※最優秀賞には多摩ＹＰＣの伊藤嘉朗様「歓喜」
が選出されました。

【年間行事（８月～１２月）案内】
１．
「第 140 回定例コンテスト」作品募集（別紙案内）
◆募集期間：平成３０年８月１日～８月２５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 :９月１５日（土）ＰＭ１：００～
◆審査会場 :読売新聞立川支局７階会議室
◆審査員 :外部講師（熊切大輔先生）

２．「チャレンジコンテスト」作品募集
◆募集期間：平成３０年９月１日～９月２５日
◆テーマ ：
「自由」
◆応募資格：当会員で年間賞受賞歴の無い方
◆応募規定：応募規定による
◆公開審査：１０月６日（土）ＰＭ１：００～
◆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）

３．「第３回撮影ウオーク」の案内（別紙案内）
◆開催日 ：平成３０年１０月２０日（土）
◆実施地 ：江の島
◆集合場所：小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅出口
◆集合時間：受付１０：３０～１１：００
（裏面に続く）

４．「第 141 回定例コンテスト」作品募集
◆募集期間：平成３０年１０月１日～１０月２５日
◆テーマ ：
「人物・スナップ」
◆応募資格：多摩ＹＰＣ会員
◆応募規定：応募規定による
◆公開審査：１１月１７日（土）ＰＭ１：００～
◆審査会場：読売新聞立川支局７階会議室
◆審査員 ：外部講師（佐藤仁重先生）

５．「撮影ウオークコンテスト」作品募集
◆募集期間：平成３０年１１月１日～１１月２０日
◆テーマ ：平成３０年度撮影ウオークで撮影
された作品
◆応募資格：多摩ＹＰＣ会員
◆応募規定：応募規定による
◆審査員 ：多摩ＹＰＣ顧問（牛尾征治先生）
◆審査日 ：平成３０年１１月２８日（水）
ＰＭ１：３０～（非公開審査となります）

コンテスト審査会の審査員
２０２０年東日本ＹＰＣ連合展テーマ選定
非公開審査会対応
☆７月 7 日（土）
・全日本ＹＰＣ写真展の受付当番について
・来年の活動日程について
撮影ウオーク
モデル撮影会
・会計より６月末現在の財政状況について
・次回の審査会（熊切大輔先生）について
・モデル撮影会コンテスト審査会について
・発送作業について
多摩ＹＰＣだより、熊切先生のチラシ、
第３回撮影ウオークのチラシ
・その他

事務局からのお願い!!
６．
「平成３１年度東日本ＹＰＣ連合展」作品募集
◆募集期間：平成３０年１２月１日～１２月２５日
◆多摩ＹＰＣテーマ：
「音」
◆応募資格：多摩ＹＰＣ会員
◆応募規定：応募規定による
◆審 査 ：当コンテストは非公開審査となります

会員皆様の周辺に写真に興味のある方が
いらっしゃいましたら是非当事務局へ
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

事務局電話 042-692-5855 (担当 沢井)

７．多摩 YPC 各コンテストの応募先
◆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お忘れなく。

【役員会報告】
☆４月１１日(水)
・職務分担表の再確認について。
・東日本ＹＰＣ連合展・受付当番について
・第１回撮影ウオーク「浅草周辺」の結果報告と
反省事項について
・第１３９回定例コンテスト審査会の役割分担
・モデル撮影会の実施計画・準備・役割分担
・第 2 回撮影ウオーク「多摩動物公園」の役割分
担
・その他
☆５月９日(水)
・モデル撮影会の再確認
・東日本ＹＰＣ連合展の当番について
・第 2 回撮影ウオーク（多摩動物公園）について
・第１３９回定例コンテストについて
・その他
☆６月１３日(水)
・モデル撮影会について
・第 2 回撮影ウオーク（多摩動物公園）結果報告
・平成 31 年の活動計画について
役員会・審査会の会場の予約
撮影ウオーク場所の選定
モデル撮影会

以上

