
 

 

 

 

  

 

 

 

【年間行事（1月～4月）経過報告】   
１．全日本読売写真クラブ展クラブ対抗戦部門 

  （選抜） 

  2019.1.17  審査員 横山 聡氏 

   テーマ「音」 

  出展者数：46 名 出展点数：164 点 

 

写真番号 タイトル 入賞者氏名 

１ 何処へ行くの 星野 洌生 

２ 古来日本の調べ 鈴木 京子 

３ 白糸の流れ 海老原克行 

４ バグパイプの音色 大木佳津子 

５ 激流を楽しむ 河内 勇次 

６ 祭り 深澤 光明 
 ※写真番号 5 差し替えになりました 

２.２０１９年定期総会開催  
◆開催日:2019年 2月 16日(土)13:00～14:30 
◆会  場:読売新聞・立川支局 7階会議室 

◆議 事:①平成 30年度活動・決算報告 (承認) 

②2019年 活動計画・会計予算 (承認) 

 

           ③2019年 役員選出 (承認) 

       ④多摩読売写真クラブ規約第 9 条の一部 

       改正（承認） 

※74 名と多くの会員の方々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 小島 剛 氏 

        読売大賞事務局長  小浜 誓 氏 

        滝口 烈顧問、牛尾 征治顧問 

  質疑応答(抜粋)  

  質問：全日本読売写真クラブ展（クラブ対抗戦部門）

撮影ウォークの審査を非公開から公開にで

きないか。 

  回答：会場の都合上公開審査は難しい。     

質問：撮影ウォークコンテストの応募点数を増や 

せないか。 

回答：役員会で検討する。 

 ◆平成３０年度年間賞・個人賞・各コンテスト表彰式 

 

３．「第 142回定例コンテスト」公開審査結果 
◆開催日：2019年２月 16日（土） 
◆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 

◆応募者数：85名 応募点数：252点  

◆審査結果 テーマ「自由」 

 

最優秀賞 優秀賞 

中野 定信 鈴木 京子 浜村亥智夫 渡辺 惠子 

入 選 

嵐田 尚吉 榎戸 勝洋 小沢 義雄 落合 秀行 

河内八重子 岸田 隆夫 岸田 隆雄 小杉 亮二 

酒井 春夫 渋谷 将利 田口 定一 竹島 和正 

中田 貢 西岡 朝子 西野 啓子  樋口 徹 
三ツ木謙三郎 村山 功 望月 康男 森田 勝 

 

４．「第１回撮影ウォーク」の実施 
◆実施日：2019年４月６日（土） 

◆実施地：井の頭恩賜公園 

◆参加者： 63名 

 

 【年間行事（５月～９月）案内】 
１．「第１４３回定例コンテスト」作品募集 
  多摩ＹＰＣだより（№70号）に掲載済み 

 ◆募集期間：2019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 11日（土）13：00～ 

 ◆審査会場：読売新聞立川支局７階会議室 

        （裏面に続く） 

新会長ご挨拶    桑澤 保夫 
２０１９年多摩ＹＰＣの会長を務める事になりました 

桑澤です。会員の皆様にご協力をいただきながら 

今年度の活動計画を進めて行きたいと思っております 

ので、どうぞよろしくお願い致します。 

毎年の事ですが、会員数が少しずつ減り現在は約 

１３０名になり会の運営もなかなか厳しいものがあり、 

２０２０年には２０１９年多摩ＹＰＣ定期総会で会員の皆様 

にご承認いただき年会費が５０００円になります。 

恒例事業としては、撮影ウォークは多摩地域を中心に 

撮影会をモデル撮影会もそれぞれに計画いたしました。 

定例コンテストでは３名のプロの写真家の先生にお願い 

することになっております。 

多摩ＹＰＣは、会員の親睦と写真技術の向上を目指

し、生涯を通して楽しめるクラブを目指して役員一同 

努力を致してまいります。 

今年度は８名体制の役員で新たな気持ちで一生懸命 

努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い致します。 

最後に、役員が以前は１２名でしたが昨年は９名で、 

２０１９年は８名体制で１年間活動の運営をしていくことに 

なりました。役員一人一人の職務が多くなり大変さを感じ 

ているところです。会員の皆様の中でどなたか役員を引

き受けていただきたいと思っておりますので、よろしくお

願い致します。 
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発 行：多摩読売写真クラブ 

住 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  桑澤 保夫 



 ◆審査員 ：外部講師（写真家：梶山博明先生） 

    ※後日送付の梶山博明先生の紹介チラシ参照 

 

２．「モデル撮影会」のご案内 
 ◆日 時 ：2019年 5月 18日（土）10：00～ 

 ◆受付場所：国営昭和記念公園・西立川駅入場門前 

            （受付は 9：30～10：00） 

 ◆会 費 ：会員 1,000円 会員以外 2,000円 

         入園料は各自負担 

 ◆モデル ：3名（日テレコンパニオン） 

 

３．全日本読売写真クラブ展（個人部門） 

作品募集 

 ◆応募締切：2019年 5月 30日（木）必着 

◆テーマ ：自由 

◆応募資格：ＹＰＣ会員に限る 

◆応募要領：郵送のチラシ参照 

◆審査員  ：写真家 立木 義浩氏 

     応募作品は 2017年 1月 1日以降に撮影された 

未発表のものに限ります。 

 

４．「第 2回撮影ウォーク」のご案内       
◆日 時 ：2019年 6月 1日（土）9：30～ 
◆場 所 ：多摩動物公園 

◆集 合 ：入り口付近 

         ※受付後は自由行動となります 

 

５．「モデル撮影会」作品募集 
◆応募期間 ：2019年 6月 1日～6月 25日（消印有効） 

◆応募資格 ：5月 18日（土）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 ：７月６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 

 

６．「第１４４回定例コンテスト」作品募集 
 ◆募集期間 ：2019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 14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：熊切大輔先生） 

 

7.全日本読売写真クラブ展（個人部門） 

   （クラブ対抗戦部門）の作品展示会 
◆開催日  ：2019年 9月 6日（金）～12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東京 

 

８．「チャレンジコンテスト」作品募集 

◆募集期間 ：2019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ない方 

◆応募規定 ：応募規定による 

◆応募規定 ：応募規定による 

◆公開審査 ：10月５日（土）13：00～ 

◆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） 

 

  【役員会報告】 
  ☆１月１１日（金） 

   ・総会資料最終確認について 

   ・総会の最終確認について 

   ・会計監査について 

   ・その他 

 

  ☆１月１７日（木） 

   ・会員宛ての送付作業について 

    総会資料・ＹＰＣだより・会費振込用紙・機関     

  紙・コンテスト応募票 

 

☆２月１６日（土） 

 ・第１回撮影ウォーク「井の頭公園」について 

 ・モデル撮影会の会場申請について 

 ・総会での周知事項について 

 ・総会後の第１４２回定例コンテストの審査会に 

  ついて 

 ・総会の準備について 

 ・その他 

 

☆３月６日（水） 

 ・新役員の自己紹介 

 ・役割分担表について 

 ・撮影ウォークについて 

 ・モデル撮影会について 

 ・定例コンテストについて 

 ・佐藤仁重先生による写真教室について 

 ・総会に於ける質疑の対応について 

  ◎撮影ウォーク審査会の審査方法と応募点数

について（継続審議） 

 ・応募票に連絡先を記入することについて 

 ・その他 

 

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  

多摩ＹＰＣ「○○コンテスト」係  

    ※コンテスト名の記入お忘れなく。 

    ※応募票に連絡先を追加しました 

 

    事務局からのお願い!! 
     

    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 090-9967-2200 (担当 鈴木) 
 

 

                         以上 


