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本日の行事予定 (2017 年 5 月 26 日) 

第 3107 回 

卓話担当：余郷利彦君 

演  題：「ありえないバス旅行」 

 
合併号 

先々回の記録 

第 3105 回 ’17 年 5 月 12 日（金）晴れ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 伊藤基君 

演  題：「ちょっとだけ上手になる 

写真の話」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 吉田康裕君 
会 員 総 数  66名    4月 7日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率 78.79％    訂正出席 率  96.88％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、幅辰雄君、飯村理君、
伊藤基君、猪飼充利君、稲垣宏高君、伊藤哲朗君、
加藤隆朗君、野々山勝也君、佐藤敬治君、杦田勝
彦君、寺島淳一君、山田勝弘君、山本達彦君、安
江正博君、吉田康裕君（第 2回次年度役員・理事・
委員長会議）、浅井彦治君、後藤務君、幅辰雄君、
猪飼充利君、加藤泰一郎君、三谷栄一君、坂井裕
君、佐藤敬治君、鈴木吉男君、宅見康悦君、田中
正明君、寺島淳一君（台北滬尾ＲＣ創立 11周年記

例会・姉
妹締結
10 周年
記念植
樹銘板
除幕式）、

相羽あつ子君、幅辰雄君、猪飼充利君、稲垣宏高
君、伊藤哲朗君、中村陽介君、佐藤敬治君、鈴木
吉男君、宇佐美三郎君、山田章博君、山田勝弘君、
山田公男君、山本達彦君、横井知代君（2017－18
年度のための地区研修・協議会）、幅辰雄君、猪
飼充利君、伊藤哲朗君、佐藤敬治君、住田正幸君、
山田章博君、山田勝弘君、山本達彦君、横井知代
君（地区研修・協議会お疲れ様会）、佐藤敬治君、
猪飼充利君（あまＲＣ訪問）、佐藤敬治君、猪飼

充利君、伊藤彰浩君、長田一郎君（次年度ロータ
リー情報委員会） 

 
  会長挨拶 

浅井彦治会長 

今月は青少年奉仕月間です。

青少年への奉仕は社会奉仕の

傘下に発足し、第五の奉仕部

門の地位が作られ 2013 年の

規定審議会で新世代奉仕から

青少年奉仕に改称されました。 

青少年奉仕のスローガンは「各ロータリアンは

青少年の模範」ということです。 

プログラムの流れとしては青少年の保護・育成

から、新世代の生活力を高め将来への準備をさせ

ることをロータリーの責務としています。また、

インターアクト年齢からローターアクト年齢すな

わち 14 歳から 30 歳位の若者を意識していました

が、新世代では 30歳以下ゼロ歳児も含むことにな

り、15年前に私が幹事の当時に始めた「天王子ど

も塾」は、当初年齢が 14歳以下の子供対象で問題

がありましたが、現在はむしろ的を得た事業とし

て誇ることができるようになりました。津島ロー

タリークラブの先見性が認められたといっても良

いと思います。当地区でもロータリークラブの青

少年奉仕事業プログラムであるインターアクト事

業は歴史があります。 

1981 年（昭和 56年）6月 19日に清林館高校で

創設され、2011年（平成 23 年）3 月 31 日の終了

までの 30年間、海外研修他多くの事業がなされま

した。現在は津島東高校のインターアクトクラブ

を 2014年（平成 26年）9月 26日に創立しお馴染

みになっております。現在までに二十数回の例会

を実施しています。昨年の縁側茶会では茶道部と

共に活躍いただき、ポリオ募金活動も行っていた

だきました（『ロータリーの友』6 月号に掲載さ

れる予定です）。 

その間、多くの学生がロータリーのインターア

クトプログラムにより世界に向けた奉仕事業の経

験をして卒業しています。 
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私共の薬学教育も日本薬剤師会の 40 年以上に

わたる要望事項として、薬学教育 6年制が平成 16

年に薬事法が改正され、平成 18年から実施されま

した。 

その教育の中に、半年に亘る実務実習のカリキ

ュラムが必須とされ、薬局と病院での臨床実習を

3ヶ月ずつ行うことになりました。 

私の薬局でも毎年10人程度の学生が年間3期に

分けて実習に来ています。正直 3 ヶ月お世話する

ことは大変なことですが、認定を受けた指導薬剤

師が教えることで、自分の研修になるという思い

で臨んでおります。 

青少年が成長していく姿は非常に気持ちの良い

もので、将来を祈りたいものですが、少子高齢化

の時代に向けてロータリーの青少年に向けたプロ

ジェクトである奉仕活動が何を成すべきか今後変

わってくるように思われます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

1. 本日、新入会員の神谷里

明さんの入会式を行いま

す。 

2. 本日、例会終了後に理事

会を開催いたします。該

当の役員・理事・委員長の皆様にはご出席い

ただきますようよろしくお願い致します。 

3. 本日、『ロータリーの友』5月号をお配りし

ました。また、『ガバナー月信』5月号と、

昨年 10月に開催された「ワールドフード＋ふ

れ愛フェスタ（ＷＦＦ）」の報告書を回覧し

ておりますのでご覧ください。 

4. 本日 18時より、第 3回次年度役員・理事・委

員長会議が「辰巳」で開催されます。該当の

皆様にはご出席いただきますようお願い致し

ます。なお、送迎バスが 17：30にツシマウー

ル会館より出発いたしますのでご利用くださ

い。 

5. 5月 14日(日)、第 2回地区内クラブ青少年奉

仕委員長会議が開催されます。相羽あつ子次

年度委員長にご出席いただきます。 

6. 5月 19日の第 3106回例会は、5月 21日（日）

の家族会に変更ですのでお間違えのないよう

お願いします。当日は午前 8：30に津島商工

会議所駐車場よりバスが出発いたします。く

れぐれも遅刻されませんようよろしくお願い

します。 

 
ニコボックス報告 第 3105回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会長、田中正明幹事  

①神谷里明氏の入会を祝して!! ②伊藤基君、本

日の卓話よろしくお願いします。③合同ゴルフ会

ご苦労様でした。 

伊藤基君 本日、卓話を担当し

ます。 

神谷里明君 本日入会させて

いただきます。みなさんよろし

くお願いいたします。 

相羽あつ子君、飯村理君、猪飼

充利君、生田達一君、伊藤哲朗

君、伊藤雅昭君、伊藤祥文君、

宇佐美三郎君、片岡鉄君、加藤隆朗君、河西あつ

子君、児玉昭君、小林啓子君、坂井裕君、佐藤敬

治君、篠田廣君、杦田勝彦君、寺島淳一君、寺田

晏章君、遠山孝義君、中村陽介君、古川弘一君、

松本浩義君、水野憲雄君、三谷栄一君、矢田潔君、

山田章博君、山田勝弘君、山田公男君、余郷利彦

君 神谷里明氏の入会を祝して！ からだに不安

がある方は得にご投函してください。 

浅井賢次君 ①皆さんのお陰で市民病院前の店を

新築移転させていただきました。②神谷市民病院

長先生、ＲＣの一番の老人の私がこれから特別に

お世話になると思います。よろしくご教導下さい。 

篠田廣君 あま・津島ＲＣ合同ゴルフに入賞しま

した。津島では優勝しました。 

山田勝弘君 21日の家族会よろしくお願いしま

す。まだまだ空席があります。 

遠山孝義君 座りっぱなしになります。ごめんな

さい。 

鈴木吉男君 日本一の津島藤まつり、2週間の長

い期間 1日と 3時間の雨だけで終わりました。大

変多くの皆さんに来ていただきました。間違いな

く日本一と言っていいと思います。 

伊藤祥文君 藤まつり、皆様ご苦労さまでした。 

相羽あつ子君 中野義光君にお世話になります。 

伊藤哲朗君 次男が 5月 5日結婚しました。 

佐藤敬治君 ウィークリーに写真が載りまして！ 

後藤務君  その他 

 
卓 話 

卓話担当：青少年奉仕委員長 伊藤基君 

演  題：「ちょっとだけ上手になる 

写真の話」 

 

 私の職業は写真屋さんで、

家業を継ぐように親がうるさ

く言ってましたので何の躊躇

もなく後を継ぎました。当時

はバブルでしたから家業を継

ぐのが当たり前でしたが、今

これだけ世の中が不透明になると、親として自分

の職業を継げと子供に強く言えません。幸いうち

は男の子が 2 人とも継ぐ気になって、長男は経済

学部を卒業してからロンドンで写真勉強をして、

今は海外で仕事をしています。次男はカナダの写

真の学校へ入りカナダで仕事をしています。 
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 息子がたまに日本へ帰ってくると、日本を撮り

たいので夜中や早朝に出かけていきます。私も一

緒に何枚か写真を撮ってきたりします。 

 

■写真が下手な理由 

 ・手ブレ―足は肩幅に、肩を締める。 

・ピンボケ―シャッターを半押しして被写体

にぴったりピントが合っているのを確認し

てシャッターを押す。 

・露出の過不足―ＥＶ値で＋－補正する。        

携帯電話の(カメラの)場合は合わせたい

ところをタッチすると、四角のマークが出

てピントが出ます。その四角の横をちょっ

と長押しするとスライダーが出てくるの

で、それを上下に調整すると画面が明るく

なったり暗くなったりします。 

 ・写したいものが意味不明―自分が写したい

被写体を明確にし、不必要なものは写さな

いようにする。ファインダーを覗きながら、

上下左右四隅を確認してからシャッターを

切る。 

 

■オススメの構図 

   ①日の丸構図      ②二分割構図 

  

 

 

 

 

 

③3分割法        ④4分割法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦三角構図          

遠近法。人の目は最初

に明るい方(空等)に

引きつけられるので、

メインの被写体へ流

れていくような構図

をとるとよい。明るい

空も邪魔者になる。 

 

⑧対角線構図     ⑨視線誘導構図 

 

 

 

 

 

 

 

←左右対称の被写体は斜めで 

 はなくて真正面から撮る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5～6年前に自分で作った 

ドローンで津島神社を撮影 

 

 

 

 

 

 

自宅の庭で撮った 

オリオン座 

 

      郡上八幡城 

 
新入会員入会式 

【プロフィール】 

氏  名：神谷里明(かみや さとあき) 

事 業 所：津島市民病院 

職業分類：公立病院 

役  職：院長 

生年月日：1958(昭和 33)年 11月 27日 

住  所：知立市西中町永崎 161-3 

家族構成：妻・和代、長女・実里、次女・香穂里、

三女・泉里 

趣  味：園芸、写真 

推 薦 者：浅井彦治、高木輝和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相羽会員増強委員長、浅井会長とともに 

 

⑤額縁構図      ⑥サンドイッチ構図 
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誕生日祝福（5 月） 

中野義光親睦活動委員 

八谷潤一君（ 1日） 

横井知代君（23日） 

古川弘一君（26日） 

山田公男君（27日） 

鈴木吉男君（31日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫 人 

杦田勝彦夫人（ 3日）   飯村 理夫人（17日）  

伊藤幸蔵夫人（18日）   後藤 務夫人（21日）   

  

結婚記念日祝福 

鶴見 治貞君（ 1日）    宇佐美三郎君（ 5日） 

中村 陽介君（ 5日）  伊藤 幸蔵君（ 9日） 

吉田 康裕君（ 9日）   横井 知代君（17日） 

遠山 孝義君（29日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
先回の記録 

第 3106 回 ’17 年 5 月 21 日（日）晴れ 
≪日帰り家族会≫ 

～井伊直虎「大河ドラマ館」と 

        浜名湖舘山寺温泉～ 

行き先：浜名湖舘山寺温泉、その他 

 出 発：8：30津島商工会議所 
会 員 総 数  67名   4月 14日例会分訂正 
出席免除会員  22名   欠 席 会 員     9名 
本日出席会員  22名   MAKEUP会 員     7名 
本日の出席率 32.84％    訂正出席 率  98.46％ 
超 過 出 席 浅井彦治君、加藤則之君、加藤隆
朗君、野々山勝也君、田中正明君、山田勝弘君（親
睦活動委員会）、相羽あつ子君、浅井彦治君、浅
井賢次君、古川弘一君、飯村理君、生田達一君、
伊藤哲朗君、児玉昭君、松本浩義君、中村陽介君、
坂井裕君、佐藤敬治君、篠田廣君、杦田勝彦君、
高木輝和君、田中正明君、山田章博君、山田勝弘
君、山田公男君 (次年度社会奉仕・青少年奉仕・
米山奨学・国際奉仕・クラブ奉仕[親睦活動ロータ
リー情報・会場・会員増強・クラブ広報・ニコボ
ックス委員会]合同委員会) 

 
 5 月晴れの暑さの中、まず最初は

浜松市みおつくし文化センターで来

年 1 月まで開催されている「おんな

城主直虎」大河ドラマ館に行きまし

た。ＧＷには相当混雑していたと聞きましたが、

この日も少し入場待ちをして見学しました。ドラ

マの説明、映像やスタジオセットの再現、使用し

た衣装などが展示されていました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤則之副会長 
余郷利彦君  矢田潔君 

幅辰雄会場委員 後藤務君 鶴見治貞君 

家族会の案内を

する山田勝弘親

睦活動委員長 

八谷潤一

社会奉仕

委員長 

横井知代君と

田中正明幹事 

 エコキャップ

集めます 

出家した直虎と一緒に。

宇佐美三郎君と山田勝

弘君 

井伊谷 井戸端セット 

井戸を覗きこむ面々→ 


