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第1258回例会 2013年 (平成25年) ８月２日 (金) 納涼会

会長挨拶 井上明彦会長

｢長野女子高 IACの活動｣

このところ午後に雷雨､ ス

コール等､ 全国各地に被害が

出ています｡ 一昨日､ 昨日と

連続で頭から雨のシャワーを

浴び足止めされてしました｡

今日の午後の予報でも雷雨の

ようです｡ 車の窓を閉め忘れ

ないようお気を付けください｡

週末には長野女子高文化祭 (白梅祭) が開催さ

れました｡ 会場の校舎は新築され開放的で明るく､

多くの作品が展示されており､ インターアクトク

ラブ (IAC) のブースでは低開発国の子供たちへ

古着等を贈るボランティア奉仕活動事業の展示が

ありました｡ 今年から IAC 顧問に就任された荒

井愛
まな

先生 (京都のご出身) から説明を受けました｡

我々のクラブでは2010年北信第１グループの事

業として低開発国青少年のための奉仕活動として

山口和彦ガバナー補佐を中心に実施した､ 大量の

衣類､ 事務用品などをバングラデシュ現地へ届け

ました事を思い出します｡ (山口和彦さん､ 粕尾

正康さん､ 高橋英司さんお疲れ様でした) これは

手間のかかる事業ではございますが､ 意義のある

奉仕活動の事業として長野女子高インターアクト

クラブを応援していこうと思います｡

それから明日は山本博昭さんのご長男洋輔さん

のご婚礼です｡ おめでとうございます｡

また８月は会員増強及び拡大月間です｡ 会員拡

大増強中です｡ ご協力有難うございます｡

今日も楽しい例会にお付き合い下さい｡

幹事報告 瀧澤 聡副幹事

会員名簿必携の訂正シールを配布しました｡ ご

迷惑をおかけし申し訳ありません｡

＊第１回 クラブ協議会報告

・８月９月の例会プログラム予定

８/２納涼会 ８/16 休会 ９/６職場例会

９/27 ガバナー補佐事前訪問例会｡

・地区大会のパンフレットを配布｡ 10月20日 (日)

は金曜日の例会を振替えていますので全員の方

が出席対象です｡ 出欠の返信を８月７日までに｡

・長野女子高 IAC白梅祭へ､ 井上会長､ 南幹事､

清水青少年奉仕委員長が行ってまいりました｡

８／９ 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 小 山 泰 弘 さ ん
(長野県林務部 信州の木振興課 経営普及係長)

｢長野県の森林 (もり) 現状・課題と役割｣

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
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職場例会について 小山職業奉仕委員長

今年は､ ビュッフェ形式の自然食レストランの

みーるマーマ [関幸博会員] で開催させて頂きま

す｡ ご家族もお誘いくださり､ 大勢の皆様のご出

席をお待ちしております｡ 日時は９月６日 (金)

12時30分から30分ほどお話しを伺い､ その後バイ

キング形式で昼食｡ 時間制限はありませんので､

流れ解散となります｡ アルコールもお出しします

ので､ 飲まれる方は車をおいてお越しください｡

出席・ニコＢＯＸ報告 山本博昭例会運営委員長

７/26 (会員54名) 出席29名 前々回修正出席率91％

・小林健治さん☆会長・幹事・清水委員長様｡

御来校頂きありがとうございました｡

・南 信行さん☆小林健治先生､ 白梅祭ではお茶

ご馳走様でした｡ しかもお手前は荒井愛先生で

した｡

・青木 宏さん☆久しぶりに卓話で緊張していま

す｡ 皆様どうぞごゆっくりお休み下さい｡

・合 計 10,500円 ・累 計 84,876円

会 員 卓 話 青 木 宏 さ ん

｢写真を楽しもう｣

写真の楽しみ方は人によっ

て様々です｡

1848年にオランダ商船に

よって写真機が日本に持ち込

まれ､ 1857年に島津斉彬公が

写真に写った最初の人物です｡

以後160年余り､ 写真はコン

パクトカメラの普及やデジタルカメラの登場で､

撮影からプリントまで自宅で手軽に行える時代で

すし､ 写真展を開かなくてもネットの普及により､

自分の撮った写真を大勢の人に見てもらうことも

できます｡ 撮影よりもカメラそのものをコレクショ

ンする｡ これも楽しみ方です｡ 1925年にドイツの

｢ライツ｣ 社から映画用35ｍｍフィルムを使用し

たＡ型小型カメラが発売されます｡ これが現在の

小型カメラの原型となって進化していますが､ 現

在ではライカと社名も変わり､ Ｍ型やＲ型はコレ

クターにとっては垂涎のカメラとなっています｡

私自身はとても高価なライカは一台も所有してい

ませんが､ 小学校５年生の頃､ 父に買ってもらっ

たニコマートが最初のカメラで､ 以来ニコン党｡

気がつけばニコンのフラッグシップモデルＦ～現

在のＤシリーズＤ４まで実用しながら引退､ の繰

り返しで全機種が手元にあります｡ 中判カメラで

はローライフレックスがコレクターの中では高価

に取引されています｡ もうひとつは鑑賞する楽し

みです｡ 現在写真は､ 美術品や芸術品の仲間入り

を果たしていますが､ 僕が写真を大学で学んでい

た頃にようやく海外の著名なカメラマンの作品を

収集するといった事が行われ､ 在学中に学内にギャ

ラリーがつくられ､ 印刷物でしか見たことのない

生の写真を観ることができ､ その迫力や質感に圧

倒された事を覚えています｡ ちょうど昭和初期に

写真の先駆者として活躍された方々が亡くなられ､

その遺作の価値が一気に高まったということでしょ

うか？1980年代からは､ 東京都写真美術館や山形

県酒田市の土門拳記念館､ 麻布の秋山庄太郎記念

館､ 清里フォトアートミュージアムなど写真を芸

術ととらえ､ 絵画のように鑑賞できる場が相次開

館され､ 今では全国各地にたくさんあります｡ 是

非機会があったら素晴らしい写真作品を生でご覧

になって頂きたいと思いますし､ デジカメが普及

した今日ではモノクロネガフィールムで撮影し､

印画紙に焼き付けられたカメラマン本人のオリジ

ナルプリントは今後高価になってくると思われま

す｡ 余裕のある方は好きな写真家の写真を自宅に

飾るといったコレクションも､ 今なら比較的安価

に可能です｡

例 会 案 内

８月16日 休 会

８月23日 会 員 卓 話 土屋 孝二さん

８月30日 ゲスト卓話 土屋 陽平さん

９月６日 職 場 例 会 みーるマーマ



納 涼 会納 涼 会
2013年８月２日（金）18:30～　犀北館　会員・ゲスト　31名参加

荒井先生荒井先生

浪江ＲＣ本年度会長の
川橋昭義さん
浪江ＲＣ本年度会長の
川橋昭義さん

　定刻の18時半、中野欣哉会員家族委員長の司会で納涼会が始まりました。
先ず、いつも元気で軽やかな井上明彦会長の元気いっぱいの開会の挨拶。

 　そして、「浪江ロータリークラブ」今野庄治さんからは…、
　「未だ何年経っても変わっていない浪江町。
このままではいけないと、自分たちにできるも
のがないかと考えた結果、現状のありのままの

姿、浪江で生きる姿、仮設住宅の姿を、見ていただこうと観光ツアーを
企画したら30名も参加された。」とのことでした。前向きに生きる行動
に、心打たれました。

　乾杯音頭の綿貫パストガバナーからは…、
　「聖路加国際病院理事長の日野原先生は、朝起きて今日は、あ
の人に会える、この人に会えると嬉しいこと、ウキウキすること
を毎朝考えるそうだ。暗いことを考えるより、常に楽しく考え意
味ある日を過ごしたい」と、シニアに層に活を入れたスピーチ。

お待たせ！



　前置きの長い開会の辞を終え、本日のメインバ
ンド。
　「スィング・フェイス」平均年齢62歳。８名＋
ボーカルで、グランパ・グランマの元気なじじ・
ばばバンド。バンマスは67歳の砂山武雄さん。
　毎週1回、中野市で練習されているとのこと。
演歌からジャズまで幅広いジャンル、そして今夜
のデュエット…中野さん・伊藤さん最高に乗って
ましたよ。

　ということで予定の２時間はあっという間に終えてしまいました。
　最後に、ろれつが回るうちに、青木前会長の音頭の１本〆で閉会と
なりました。

当番：関　幸博クラブ会報委員長

　7月27日山本さんご子息、洋輔くん
美幸さんの結婚式がありました。披
露宴はコンサートのようでした。
　井上会長と代表者とでお祝いに
行ってきました。

結婚おめでとうございます

スイングフェイスの皆さんありがとうございました♪スイングフェイスの皆さんありがとうございました♪


