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２０２１年も引続き多摩ＹＰＣの会長を務める事になりま
した。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。
２０２０年は前半から新型コロナウイルス感染症の感染
者増大になり感染拡大を防ぐため感染症対策の徹底を
図るための制限等により多摩ＹＰＣの活動にも大きな影
響がある中で、会員の皆様のご理解とご協力によりまし
て何とか２０２０年の活動を行ってまいりました。
そして、２０２１年定期総会は感染防止策により中止の
決定いたしましたことは、会員の皆様のご協力とご理解を
頂いたことについては厚くお礼申し上げます。
毎年の事ですが、会員数が少しずつ減り会の運営も
中々厳しい現状の中で、２０２１年の活動計画では恒例
事業として、撮影ウォ－クは多摩地域を中心に３回、モデ
ル撮影会も計画いたしました。定例コンテストではプロで
活躍している写真家の先生にお願いすることになってお
ります。チャレンジコンテストにつきましては、毎年応募の
減少傾向となるため各会員の方が年間賞の受賞後５年
経過後は再度応募できるように応募資格を改めましたの
で、応募してくださるようお願いいたします。
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。
今年度も、９名の役員体制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、再度よろしく
お願い致します。

【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）
2021．2.3 審査員 横山 聡氏
テーマ「わが町多摩」
出展者数：42 名 出展点数：178 点
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２.2021 年定期総会関係での意見概要
二回目の緊急事態宣言が発令され、感染拡大を防ぐた
め多人数の集会などをやむなく中止とし、ハガキによる
承認・賛成・意見等を得ることに致しました。
●2021 年多摩ＹＰＣ定期総会関係での意見概要
承認・賛成が 78 名で、その中の 1 名が今年度の活動
（コンテスト）に対し反対でした。また 9 名の方から以
下の内容の通り意見がありましたので報告いたします。
１．審査会での講評を希望とるか人数を少なくして行っ
てほしい。新会員には優先的に講評を聞けるようにし
てほしい。
回答 コロナ禍でのクラブ活動において感染を絶対に
発生させないことが重要です。このため、これまで
審査会を無参加者で対応してきました。
現在のコロナの状況下で、感染防止と審査会の
関係などがクラブ活動にとって大きな課題であり
ます。会員の安全を考慮すると当面、残念ではあり
ますが現在の対応をとらざるを得ないかと思いま
す。コロナの終息を願い、従来通りの審査会を早く
開催できることを願っております。
２．審査会の様子を動画配信・ユーチューブで見られ
たらと思いました。2020 年クラブ対抗戦部門で入選
したが賞状が届いていません。
回答 役員に動画作成・編集経験者いないため、会員の
方で協力していただける方がいれば、ぜひお願いし
たいと思っておりますが、役員会で検討させていた
だきます。
全日本読売写真クラブ展（クラブ対抗戦部門）に
ついては 6 点の作品を選抜として選んで、主催の全
日本読売写真クラブ展の展示会場で審査を行い入
選するかどうか決めていくので、2020 年について
は入選をしていないため賞状はありません。
３．提出した写真の引き取りはどのようにすればよい
ですか。
回答 今のところとしては第 151 回定例コンテスト審
査会で、今までの作品を返却できると思っています。
４．コンテストの審査会で一点絞りして選んだ作品に何
か印をしてほしい。
回答 従来のような審査会が開催できないような状況
（裏面に続く）

が続くようなら、審査状況をできるだけ伝える方法
の検討が必要であると考えています。
提案いただいたことも含め、役員会で検討してま
いります。
５．決算報告書と会計予算書の活字が小さすぎて読むの
が難しいので、もう少し字と表を大きくしてほしい。
回答 総会資料は比較的分量が多く、資料作成を出来る
だけ容易にするため、前年の資料を修正して作成し
ております。特に、決算報告書と会計予算書の原本
（監査用の押印済み）をスキャンして画像データと
して最大で総会資料に取り込んで作成しています
のでご了承を頂きたい。
６．役員の負担軽減のためモデル撮影会のレフ版なしを
提案します。
回答 役員で協議いたします。
７．昨年から外出自粛が続き撮影に出られない時期にコ
ンテストは中止にした方が良いと思います。公開審
査が魅力です。
回答 昨年からコロナの影響からクラブ活動にも制約
があり、特に不要不急の外出自粛などから撮影に出
られない日々が続いております。せめてもの楽しみ
方の一つの方法としてコンテストを行っておりま
す。今までの審査会は感染防止のため無参加者で行
ってきましたが、外出自粛の解除をはじめそのほか
の制限の解除やコロナワクチンの接種が進んでく
れば、参加できる可能性がでてきます。今後の進捗
状況を注視しながら役員会で協議いたします。
８．活動計画表の文字が小さいスペースがあるので、
ＹＰＣだよりのような読みやすい文字の大きさを
希望します。
回答 活動計画表の文字の大きさについては、来年度の
活動計画表作成の時に検討していきます。
９．チャレンジコンテストへの年間入賞者の復活は３年
後にしてはいかがですか。
回答 今年から応募資格を５年といたしましたが、今後
の応募状況を見ながら応募資格を検討していくこ
とにいたします。

３．「第 150 回定例コンテスト」公開審査結果
◆開催日：令和 3 年 2 月 20 日（土）
◆応募者数：70 名 応募点数：204 点
◆審査結果 テーマ「自由」
※今回は作品を読売写真大賞事務局長（小浜誓氏）
に送り審査を行う（コロナ感染症防止対策）
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４．「第１回撮影ウォーク」の開催延期
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため有料区の
臨時休園で期間延長（当面の間）となっているため。
4 月 3 日の開催予定を下記のように延期いたします。
◆実施日：令和 3 年 9 月 4 日（土）9：30～
◆実施地：国営昭和記念公園
◆集合場所：西立川入口付近

【年間行事（５月～９月）案内】
１．「第 151 回定例コンテスト」作品募集
多摩ＹＰＣだより（№76 号）に掲載済み
◆募集期間：令和 3 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 15 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：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 ：令和 3 年 5 月 8 日（土）9：30～
◆受付場所：国営昭和記念公園・西立川入口付近
（受付は 9：30～10：00）
◆会 費 ：会員 1,000 円 入園料は各自負担
◆モデル ：3 名（日テレイベンツ）
※コロナ感染防止の為一般者は参加できません。
※マスク着用をお願いいたします。

３．全日本読売写真クラブ展（個人部門）
作品募集
◆応募期間：2021 年 5 月 20 日（木）必着
◆テーマ ：自由
◆応募資格：ＹＰＣ会員に限る
◆応募要領：チラシ応募要項参照
◆審査員 ：写真家 立木 義浩氏
応募作品は 2019 年 1 月 1 日以降に撮影された
未発表のものに限ります。一人 10 点まで。

４．「第 2 回撮影ウォーク」のご案内
◆日 時 ：令和 3 年 6 月 12 日（土）9：30～
◆場 所 ：高幡不動
◆集 合 ：高幡不動山門付近
※受付後は自由行動となります

５．「モデル撮影会コンテスト」作品募集
◆応募期間
◆応募資格
◆応募規定
◆公開審査
◆審査会場
◆審査員

：令和 3 年 6 月 1 日～6 月 25 日
：5 月 8 日（土）モデル撮影会参加者
：応募規定による
：７月 17 日（土）13：00～
：読売新聞立川支局７階会議室
：読売写真大賞事務局長（小浜 誓氏）

（次ページへ続く）

※多摩ＹＰＣモデル撮影会でのモデル写真は本コン
テスト以外には使用できない規約となっておりま
す。
（ネット掲載・ブログ・他コンテスト等ＮＧ）

６．「第 152 回定例コンテスト」作品募集
◆募集期間 ：令和 3 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 18 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）
※後日送付の熊切大輔先生の紹介チラシ参照

7.全日本読売写真（個人部門）
（クラブ対抗戦部門）の作品展示会
◆開催日
：8 月以降を予定
◆時 間
：10：00～19：00 最終日は 16 時まで
◆場 所
：富士フイルムフォトサロンスペース 2
※詳細が分かり次第ＨＰ・トピックスに掲載

８．「チャレンジコンテスト」作品募集
◆募集期間 ：令和 3 年 9 月１日～9 月 25 日
◆テーマ
：
「自由」
◆応募資格 ：年間賞受賞歴のない方・5 年経過の方
◆応募規定 ：応募規定による
◆公開審査 ：10 月 2 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）
※今年から応募資格を年間賞受賞後 5 年経過後は
応募できます。

【役員会報告】
☆1 月 9 日（土）
・総会資料最終確認について
・賞品等の準備状況の確認について
・会計監査結果について
・その他
☆１月 13 日（水）
・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・
コンテスト応募票・2021 年活動計画表案・
総会開催方法の通知・返信用ハガキ・賞状
賞品クオカード・ＹＰＣだより等
・クラブ対抗戦部門の審査会 2/3 に変更
・その他
☆2 月 3 日（水）
・クラブ対抗戦部門の審査会
・その他
☆2 月 20 日（土）
・4/3（土）第 1 回撮影ウォ－ク「昭和記念公園」
について
・モデル撮影会の会場申込について

・総会中止（ハガキにて対応）
・第 150 回定例コンテストの審査は大賞事務局に
全応募作品を送付し審査した
・その他
☆3 月 3 日（水）
・役員会は中止（メールで対応する）
職務分担表・役員名簿・審査員等一覧・
審査会分担表等
・その他
☆4 月 7 日（水）
・5 月 8 日モデル撮影会開催について
・第 2 回撮影ウォークの役割分担について
・会員の現状について
・発送作業（多摩ＹＰＣだより・梶山先生
のチラシ・モデル撮影会のチラシ）
・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。
※新応募票を使用してください。

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 090-1612-1149 (担当 木崎)
以上

