創立１９５９年１０月２日

WEEKLY REPORT

承認１９５９年１０月４日

http://sabaerotary.com/

Sabae Rotary Club
ＲＩ第2650地区 2018-2019年度 鯖江ロータリークラブ
ロータリーを学び、実践し、

インスピレーションに
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「写真をどう楽しむか」
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二科会写真部会員 高橋フォ-トスタジオ
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鯖江ロータリークラブ会長方針

2018-19年度 第2650地区スローガン
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6月第4例会

点鐘：18:30

最終夜間例会

会場：天狗楼さん
出席100％・スマイル上位表彰

様
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長
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第2900回
7/5(金)

7月第1例会

2019-20年度

役員引継ぎ
会長・委員長方針発表

6/21(金）

４つのテスト

出席率61％

真実か どうか
⓶ みんなに公平か
⓷ 好意と友情を深めるか
⓸ みんなのためになるか どうか
⓵

第2898回
例会報告

鯖江商工会議所３階中ホール

えると、現場の人間はちゃんとした仕事をすることよ
りも、
「どうすれば叱責されないようになるか」
という
酒井 芳則 会長
方向でものを考えがちになっていきます。
インチキ
今日で最後の会長の時
開
会
点
鐘
間となりました。つたない をして上司や客がのぞむような結果をつくりあげる
四 つ の テ ス ト
たちが「会社のため」
という名目で、
私の時間をいただきました 「真面目な社員」
データ改ざんや利益のかさ上げ、
法律軽視に手を
ロ - タ リ - ソ ン グ
こと厚く御礼申し上げます。
こういう組織内の力学が影響していま
昨今，大手企業が会社を 染めるのは、
会
長
の
時
間
す。
揺るがしている不祥事は社会的本質にあるのでは
幹
事
報
告
等
高度経済成長期、
日本の人口は右肩上がりで内
ないでしょうか？高度成長の昭和、成熟期の平成か
プ
ロ
グ
ラ
ム
需は自然に拡大していたので、
やるべきことをしっ
ら令和を機会に、本来の誠実な精神にもどらなけれ
かりやっていれば、
企業は成長ができた時代では、
閉
会
点
鐘
ば国内も海外にも社会対応ができなくなってくると
その後バブル
ロータリーソング
思います。いままでの例をあげますと、
レオパレス問 日本は人口増によって成長しました。
崩壊を経て
「失われた20年」
でさまざまな問題を引
題に次いで大和ハウス工業も不祥事が続発してい
「日も風も星も」
ます。4月に防火基準の違反物件2000棟超があると き起こしています。今後内需は拡大しません。論理
「頑張れば成長できる」という偽りの
公表し、再調査をしたところ、建築基準法違反の基 的に考えれば、
桑原 重之
神話を捨てるべき時期です。
頑張りや努力で乗り越
礎を使った住宅が、新たに約1900棟もあります。
ま
ソング委員長
えるこ
とはできないという事実に、
経営者は気づく
た今年1月には、営業所長が取引先の太陽光発電
必要があります。
関連会社から約4000万円のリベートを受け取って
本日のお客様
日本の人口は、総務省統計局「総人口の推移」に
いました。3月には中国・大連市の関連会社から、約
ガバナー補佐
よれば、
2017年から18年の1年間では約40万人減
木村昌弘 様（三国RC) 234億円の会社資金が不正に出されたと発表され
っています。
これは、岐阜市レベルの都市が毎年「消
本日は次年度のアッセ ました。つい先日にも、施工したマンションの貯水槽
滅」
しているとイメージしていただければわかりや
ンブリーを行うという事で で協力会社作業員が泳ぐというバカ動画を世界に
すいです。人が減れば当然、住宅の需要も減ってい
次年度の小林さんと共に 発信したことで謝罪しています。いい部屋ネット”で
きます。
事実、1970年代には185万戸もあった新設
「飛び込み営業」
で、現役社員
参りました。3年間お付き 知られる大東建託も
住宅着工戸数は、
2017年度には94.6万戸にまで縮
合いいただく中で、鯖江北RCとの合併等、思い出 が指摘『ひたすら飛び込む』営業戦略のハードさか
小しています。
新しい社会を構築する理念が必要で
深いクラブでした。益々のご発展をお祈りしますと ら、営業マンが「辛いなあ。死んだ方がマシかなあ」
と悲痛な声を上げていることが紹介され、
オーナー す。RCで考えませんか。皆様１年間ありがとうござ
共に、今までのご厚意に感謝申し上げます。
トラブルや職場のブラックぶりが指摘されています。 いました。

会

長

挨
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次年度ガバナー補佐
小林和美 様（水仙RC) 住宅着工件数の減少が影響していることは間違い
委 員
木村様に引き続き第2グ ありませんが、人口減少という抗えない時代の変化
「根性」
と
「頑張り」
で立ち向かおうとする、
ループのガバナー補佐を に対して、
時代錯誤の経営哲学が背景にあるのではないでし
させていただきます。木村
様のように臨機応変対応 ょうか？体罰指導で急に強くなる部活と一緒で、瞬
ができませんが、温かく見守りお願いします。地区 間風速的に業績は上がりますが、パワハラや不正が
ガバナーのお言葉など伝えてまいりますので、
よろ 溢れ返るブラック組織をつくることにしかならない
し、
また結果に繋がらない精神的プレッシャーが増 願いいたします。
しくお願いいたします。

会

報

告

佐野直美 出席委員長
本日の出席者数は、
24名で、58.5％の出席
率となっております。
来週は全員出席をお
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様

卓話者紹介 吉田 俊博 プログラム委員長
独断と偏見で企画しましたプログラム委員
会、皆様のご協力のおかげで無事完了できま
す事を感謝申し上げます。今日は最後の卓話と
いう事で、鯖江市で写真店を経営されている高
橋正行様であります。若い頃より写真に興味を
持たれ、いろんな写真展で上位の賞を軒並み受賞され、個展も開か
れています。二科会写真部会員で、福井支部を立ち上げられ名誉会
員となられました。福井県の写真文化向上に大変ご尽力されており
ます。
卓話者 高橋 正行 様
「面白い写真を撮るにはどうしたらよいのだ
ろう」
と聞かれまして、それは一番難しい問題
です。多分皆さんのポケットにはスマホやデジ
カメが入っていると思いますが、
アナログを含
めてデジカメ・スマホでも撮れない事はありませんが、基本的に機構
が違います。皆さんは面白い被写体に出会ったとき、思わずシャッタ
ーを押すと思います。
ところが、
カメラには万国共通の規則がありま
す。
その中で2つの事をよく解っていてもらうと今までと違った写真が
撮れるのと、人間の目は、見たものにぱっと焦点が合うようになって
いて、
まわりの物はぼやけて見えます。
カメラは被写界深度といって、
近く・中間・遠方が一緒にピントが合うようになっています。特徴を知
っているだけでいつもと違った写真が撮れるようになります。子ども・
花・風景等いろんな被写体がありますが、皆さん方一人ひとりが何を
一番面白いと感じるかの感性が、みんな違っています。美術館へ行っ
ていろんな作品を見る時、全部が面白いと感じる訳でなく、1枚もな
かったり5〜6枚であったりするわけです。
今日の福井新聞にはニュース等の写真が何枚出ていたと思われ
ますか？
「100枚！」いいせんですね、今日は106枚でした。普段は
140〜150枚ほど載っています。写真を見た時、我々はそのイベント
などに参加していませんが、
どんなことをしたのか状況が解ります。

テーマ

「 写 真 をどう楽し む か 」

新聞の写真は状況を知るための写真です。作
品である写真は、見る人によって感じ方が違う
写真です。
カメラの機構で１つだけわかって欲しいの
は、
シャッタースピードと絞りで、
フイルムや画
像に適正な光が当たって再現できる機構にな
っています。
シャッタースピードは、一瞬の何分の1かでフイルムに光
が入ってきます。絞りは、光の量がどれだけ入ると適切かを表現した
ものです。
このシャッタースピードと絞りが、皆さんの作品に非常に係
わってきます。
スマホ・デジカメ・バカチョンなどのオート機構50は、
コンピューターを駆使していて、最大公約数的に写る機構となってい
ます。
自動的に誰でも失敗無く写せるプログラムですが、表現したい・
強調したいところが出来ません。
＊絞り：レンズの穴の大きさ、数が大きくなる程光が多い
＊シャッタースピード：１/2〜1/500〜分母が大きいほど閉早
絞りはF11、
シャッターが1/60にして観光地で綺麗なバラを撮る
時と、絞りをF22、
シャッターを1/250に合わせて撮ったとします。
F11・1/60で撮った写真とF22・1/250で撮った写真は光の条件が
一緒ですが、写りが全然違ってきます。F22の条件写真は、手前のバ
ラからずっと奥の山までシャープに写っていますが、F11の条件写真
は、被写体の周り5〜6ｍしかピントが合いません。
また、バルグとい
うのは、
シャッターボタンを押しておくと絞りが開けっ放しになってい
る事です。例えば花火の写真を撮ろうとする時、
スマホでもシャッタ
ーを切ると映ることは移りますが、花火の細かい濃淡など写せない
ので、初めから絞りを開けっ放しにして
（F11)あらかじめ花火が広が
るであろう場所にセットし、ISO感度を400にして、バルグ（シャッター
スピード）
で写します。
この場合、手で写そうとするとかなりぶれてし
まいますので、三脚を立てて写す等が必要です。一眼レフやデジカメ
に、M（マニュアル）
というボタンにすると、
ファインダーの所に数値を
入れる場所が出ます。-1に合わせると今までと全然違う写真になりま
す。何を強調するかを決めて写すと個性的作品が出来ると思います。

幹 事 報 告
牧野 友美 幹事
例会終了後アッセンブリーを開催しますので、関係
者は2階役員室へお願いします。
村上へのお見舞いの件ですが、震度3で被害がない
との事で、理事会で次のように決定しました。今回と次
回の例会で1000円以上の募金を皆様にお願いします。村上RCに10万円を
送金致します。

クラブ協議会（クラブアッセンブリー）

６月２１日の例会終了後に、鯖江商工会議所２階役員室に於いて、
２６５０地区次年度ガバナー補佐の小林和美様をお迎えし、２０１９
−２０２０ガバナー公式訪問事前クラブ協議会が開催されました。
始めに、清水康弘次年度会長から
「心のつながり」
をテーマとした基本
方針と運営方針が発表され、その後に各委員会委員長から委員会の基
本方針・活動方針等が報告されました。
詳しくは、後日に配布されますクラブ活動報告書をご覧ください。

にこにこＢＯＸ報告

木村

昌弘

様

小林

和美

様

酒井

芳則

会員

高橋様の卓話をたのしみに。木村様お世話になりました。小林様よろしくおねがいします

牧野

友美

会員

木村ガバナー補佐、小林次年度ガバナー補佐をお迎えして高橋さんの卓話を楽しみに

清水

康弘

会員

本日のアッセンブリーよろしくお願いします。小林・木村ガバナー補佐をお迎えして

窪田

健一

会員

〃

小淵

洋治

会員

木村さんお疲れ様でした 小林次年度ガバナー補佐よろしくお願いします

岩尾

顕治

会員

皆様一年間大変お世話になりました。

吉田

俊博

会員

〃卓話を楽しみに

小淵

洋治

会員

結婚祝いをいただいて

孝久

治宏

会員

早退します

梅田

吉臣

会員

皆様一年間大変お世話になりました。 卓話を楽しみに

黒田

敏夫

会員

〃

大橋

良史

会員

〃

木村

明

会員

〃 （6月レート適用は、6月１日（土）以降に弊局口座へ着金対象）

当年度をもってガバナー補佐の3年の任期を終えることになりまし
た。
ご理解とご協力ありがとうございました
クラブ様と地区のつながりのお手伝いをさせていただきます。初年
度でもあり行き届かないことも多いかと思いますがお願いします

日本事務局からのお知らせ

2019年6月のレートは、1ドル＝110円です
編集：会報・ホームページ委員会

