
 

 

 

 

  

 

 

【年間行事（9月～12月）経過報告】 
１． 全日本読売写真クラブ展（個人部門） 

  （クラブ対抗戦部門）審査結果 

 ◆クラブ対抗戦部門 テーマ「わが町多摩」で参加 

   今年度は本選での入選をのがす。個人賞として 

   遊佐八重子さんがクリエイト賞に選ばれました。 

 ◆個人部門 

岩崎 幸男 小松 金雄 岸田 隆雄 栗田 君子 

沢井 康正 鈴木 京子 鈴木 昇治 平井 一郎 

野武 高行 松葉 邦雄 森田 勝  

   以上 11 名の方が入選しました。   

 
２．「第 152回定例コンテスト」審査結果 
◆開催日 ：令和 3年 9月 18日（土） 
◆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） 

◆応募者数：61名 応募点数：182点  

◆審査結果 テーマ「自由」 

最優秀賞 優秀賞 

岩﨑 幸男 榎戸 勝洋 望月 康男 遊佐八重子 

入 選 

一場 貞夫 落合 秀行 小松本文子 沢井 康正 

仕籐 和臣 鈴木 京子 鈴木 昇治 竹島 和正 

田代 八海 田中 道子 中野 重夫 西岡 朝子 

野﨑 清義 平川 勇 星野 洌生 森田 勝 

山﨑 惇夫 山根 桂子 渡辺 邦昭 渡辺 惠子 

   ※会員の出席なしで審査会を行いました。 

 

３．「第 1回撮影ウォ－ク」の実施 
   4月 3日（土）延期の撮影ウォ－ク 

◆実施日：令和 3年 9月 4日（土） 

◆実施地：国営昭和記念公園 

 ◆参加者：37名 

 

４．「チャレンジコンテスト」審査結果 
 ◆開催日 ：令和 3年 10月 2日（土） 
 ◆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） 

 ◆応募者数：33名 応募点数：98名 

 ◆審査結果 テーマ「自由」 

最優秀賞 優秀賞 

吉野 邦夫 石川 澪子 岸田 隆夫 戸部 末夫 

入 選 

市川 雪江 岩﨑 幸男 内田智眞子 大和田武司 

後藤 昇 小松本文子 鈴木 昇治 髙橋 幸雄 

田代 八海 谷村 和子 田丸 博已 永澤 晴夫 

中野 定信 中野 重夫 中村 勇 深澤 光明 

三浦 栄子 望月 康男 山根 桂子 吉川 徹 

 

  ※会員の出席なしで審査会を行いました。 

 

５．「第 3回撮影ウォ－ク」の実施 
◆実施日 ：令和 3年 10月 16日（土） 

◆実施地 ：高尾山とその周辺（清滝駅付近集合） 

◆参加者 ：37名 

 

６．「第 153回定例コンテスト」公開審査結果 
◆開催日  ：令和 3年 11月 6日 

◆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：佐藤 仁重先生） 

 ◆応募者数 ：68名 応募点数：202点 

 ◆審査結果 テーマ「人物・スナップ」 

最優秀賞 優秀賞 

竹島 和正 田中 道子 三浦 千秋 渡辺 邦昭 

入 選 

伊藤 嘉朗 岩﨑 幸男 後藤 昇 小松本文子 

酒井 春夫 沢井 康正 鈴木 京子 鈴木 昇治 

田代 八海 谷村 和子 中野 重夫 西岡 朝子 

野﨑 清義 畠山 敏郎 浜村亥智夫 平井 一郎 

望月 康男 山根 桂子 遊佐八重子 和田由紀子 

 

７．「撮影ウォ－クコンテスト」非公開審査結果 
◆開催日  ：令和 3年 12月 1日（水） 

 ◆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（横山 聡先生） 

 ◆応募者数 ：44名 応募点数：130点 

 ◆審査結果 「9/4昭和記念公園・6/12高幡不動尊・ 

        10/16高尾山とその周辺」 

最優秀賞 優秀賞 

鈴木 京子 落合 秀行 岸田 隆夫 三浦 千秋 

入 選 

伊藤 嘉朗 榎戸 勝洋 大木佳津子 河内八重子 

桑澤 保夫 沢井 康正 鈴木 昇治 髙橋 幸雄 

竹島 和正 谷村 和子 田丸 博已 西岡 朝子 

野﨑 清義 野武 高行 畠山 敏郎 松葉 邦雄 

森田 勝 遊佐八重子 吉野 邦夫 渡辺 邦昭 

 

８．「2021年 年間賞」10 名・決定 
 ◆対象コンテスト 

  ・定例 第 150回～第 153回、    4回 

  ・恒例 全日本（クラブ）全日本（個人）、 

      チャレンジ、撮影ウォ－ク、 4回 

    ※モデル撮影会中止の為    計 8回 

順 位 氏 名 得 点 

1 鈴木 昇治 34 

2 沢井 康正 31 

3 鈴木 京子 27 
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3  遊佐 八重子 27 

5 竹島 和正 26 

6 岩﨑 幸男 23 

6 榎戸 勝洋 23 

8 岸田 隆夫 22 

9 畠山 敏郎 19 

10 田中 道子 18 

 

【年間行事（1月～4月）案内】 
１．2022 全日本読売写真クラブ展 

     （クラブ対抗戦部門）作品募集 
    ※夏号（№78号）に掲載済み 

 ◆募集期間 ：令和 3年 12月 1日～12月 25日 

 ◆多摩ＹＰＣテーマ：「光」 

 ◆応募資格 ：多摩ＹＰＣ会員 

 ◆応募規定 ：応募規定による 

 ◆審査日  ：令和 4年 2月 2日（非公開審査） 

  ※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。 

 

２．2022 年（令和 4年度）定期総会開催 

               のお知らせ 
 ◆開催日  ：令和 4年 2月 19日（土）12：30～ 

 ◆会場   ：読売新聞立川支局 7階会議室 

   ※後日送付の総会資料を必ず持参ください。 

   ※当日は感染防止のためマスク着用をお願い 

    します。 

   ※年間賞等に該当する方には事前に賞品等を送

付いたしましたが、賞の内容によっては後日別

便で送付いたします。 

 

３．「第 154回定例コンテスト」作品募集 
◆募集期間 ：令和 4年 1月 10日～2月 5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 ：2月 19日（土）14：00～ 

 ◆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長（小浜 誓氏） 

 

４．「第 1回撮影ウォ－ク」のご案内 
 ◆開催日  ：令和 4年 4月 8日（金）9：30～ 

         ※今年は試行的に金曜日に実施 

 ◆場 所  ：国営昭和記念公園 

 ◆集合場所 ：西立川入口付近 

 

５．「第 155回定例コンテスト」作品募集 
 ◆募集期間 ：令和 4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 21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） 

 

  【役員会報告】 

  ☆8月 12日（木） 

   ・発送作業 

    （多摩ＹＰＣだより・撮影ウォ－クの案内・熊

切先生・佐藤先生の紹介） 

 ・その他 

 

☆9月 18日（土） 

 ・7月の役員会持ち越し議題について 

 ・第 152回定例コンテスト審査会について 

 ・チャレンジコンテスト審査会について 

 ・第 3回撮影ウォ－クについて 

 ・会員の現状について 

 ・その他 

 

  ☆10月 2日（土） 

   ・2022年役員体制について 

   ・チャレンジコンテスト審査会について 

   ・第 3回撮影ウォ－クの再確認について 

   ・8月 12日（木）の発送作業について 

   ・発送作業 

   ・その他 

 

  ☆11月 6日（土） 

   ・2022年定期総会について 

   ・キャノン奨励賞について 

   ・第 3回撮影ウォ－クの報告 

   ・2022年活動計画の再確認について 

   ・モデル撮影会について 

   ・第 153回定例コンテスト審査会について 

   ・その他 

 

  ☆12月 1日（水） 

   ・会計監査の日時の確認 

   ・2022年定期総会の準備について 

   ・2022年の写真コンテストの審査員 

   ・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。 

 

   事務局からのお願い!! 
    写真に興味のある方は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) 

  

   役員からのお願い!!  
     会員の皆様、役員をしてくれる方を探して 

います、ぜひ協力をお願いいたします。 

     役員を交代することができません。よろしくお

願いいたします。 

                     以上 


