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　先週までは連日30℃超えの　　　　　　　
暑い日が続きましたが、今週
月曜から急に雨と涼しい気温、
台風の影響もありました。昨　　　　　　　
日は八戸ではそんなにひどい
雨ではなかったのですが、台風₉号から温帯
低気圧に変わった影響で下北地方を中心に大
雨が降ったということです。むつ市で橋が崩
落し、風間浦村では土砂崩れが何か所かあっ
て、700人以上の方が孤立してしまった。七
戸町でも川の氾濫で道路が冠水して緊急安全
確保という県内で初めて出されたということ
です。今回の災害では人的被害はなかったと
報道されていましたので、不幸中の幸いと思
います。
　わたしたちも東日本大震災を経験していま
す。起こった直後は防災グッズなどを準備し
て危機感や危機意識をもっていたと思います
が、わたし自身もだんだんそれが薄れてきて
いるのかと思います。今回すぐ身近で起こっ
た災害を機にもう一度危機意識をもって、避

難経路、避難場所あるいは自宅の防災グッズ
をもう一度チェックしていたほうがいいのか
と思いました。
　危機感、危機意識ということでいいますと、
感染拡大している新型コロナウイルスも
ちょっと危機意識が薄れてきてしまっている
のかなと思います。首都圏中心に非常に多く
感染が拡大しておりますし、八戸も含めて青
森県もクラスターがたくさん出てきています。
八戸では小学校、運動施設、大学でもクラス
ターが起きてしまいましたので、今一度コロ
ナについても危機意識をもっていろいろ対策
を考えたほうがいいのかなと思います。
　明後日からお盆も始まって、帰省してくる
方、あるいは転勤している会員は地元に帰る
という方もいらっしゃるかもしれません。多
くの人と接する機会が出てくると思いますが、
やはりそこは十分注意して大人数での会食を
控える、不要不急の外出を控えるなど、それ
ぞれ皆さんで注意していただければと思いま
す。来週お盆明けの例会は18日ですので、皆
さん元気でまた来週の例会でお会いできます
ように行動していただければと思います。
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今できる親睦と奉仕を！
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　　　　　　　〇横手ロータリークラブ佐々
　　　　　　　木隆一会長から暑中見舞いが
　　　　　　　届いています。
　　　　　　　「小井田会長　暑中お見舞い
　　　　　　　申し上げますこのたびは特産
銘酒をお送りいただき誠にありがとうござい
ました。さっそく先日の納涼例会にておいし
く賞味させていただきました。お心遣い深く
感謝申し上げます。皆様によろしくお伝えく
ださい。」
　＊橋本八右衛門さんから、当クラブからさ
くらんぼのお礼ということでお送りしたこと
へのお礼です。

親睦会場委員会　　　　　夏川戸　斉委員長
○ニコニコボックスの報告
赤澤栄治さん　新型コロナに恐怖を感じてる
　　　　　　　人は、長尾クリニック院長の
　　　　　　　ブログを見て下さい。早く見
　　　　　　　ないとアクセス出来なくなる
　　　　　　　かもです。この頃の日本はお
　　　　　　　かしいです。
小林幹夫さん　急に寒くなりましたね。
小井田和哉・石橋信雄�ビブリオバトル楽し
　　　　　　　　　　�
夏川戸　斉さん　　　�みです。

正部家光彦副幹事：今日のオンライン参加は
廣岡徹也さん、橋本八右衛門さんです。ご参
加ありがとうございます。Aテーブルは₄回
連続全員出席です。

ロータリーの友委員会　　　広瀬知明委員長
「ロータリーの友」₈月号でビブリオバトル
　きょうは初めての「ロータリーの友でビブ
リオバトル」です。きょうはAテーブル代表
の菊地幹さん、Bテーブル代表の広瀬、C
テーブル代表の鶴飼寿栄さんの₃人で記事を
紹介して、最後にプレゼンを聞いて一番読み
たくなった記事を皆さんに選んでいただきた

いと思います。最後に挙手で決をとりますの
で、どの人のプレゼンが一番良くて、その記
事を読みたくなったかの基準で選んでいただ
ければと思います。優勝したテーブルには次
週ノンアルビールが並びます。代表の方は頑
張ってください。投票の時に気を付けて欲し
いのは自分のテーブルの人には手を挙げない
でください。

バトラー
Aテーブル代表　菊地　幹さん
　　　　　　　紹介記事「この人訪ねて～
　　　　　　　金子淳子さん～」(宇部西RC)
　　　　　　　　わたしが選んだ記事は毎回
　　　　　　　恒例のインタビュー企画で掲
　　　　　　　載されている「この人訪ね
て」というページです。毎回全国各地のロー
タリアンの皆さんの人生模様をかなり上手に、
しかも明るいタッチでまとめています。
　今回の主人公は金子淳子さんという、年齢
は書いていませんが、たぶん60ちょっと前く
らいの女性です。ドクターです。山口県宇部
市、宇部西ロータリークラブの方です。小児
科の先生です。子ども食堂を運営している中
心人物だということで取り上げられています。
　宇部市の人口は18万人ちょっとで、八戸よ
りちょっと小さいくらいの町です。そこに全
国で最大規模だと言われている子ども食堂で
す。すごくないですか？コロナ前だと300人
以上、コロナの後でも150人以上集まってい
るそうです。何でそんなに人が集まるのか、
そしてそれを支える運営スタッフがどうして
そんなに集まるのか。そこのところがたいへ
ん面白おかしく書かれています。参加スタッ
フの方たちにもいろんなインタビューをして、
さまざまコメントも出てきます。全部喋ると
あまり読みたいなという気持ちが出ないかも
しれませんので詳しい話はしません。
　彼女はなかなか人生の中でお父さんお母さ
んと深刻なトラブルがあったり、ご主人と死
別されたりしていて、なかなか波乱万丈です。
ただし全くそれにめげることなく、明るく頑
張っている。人を巻き込む力がある、そうい

幹 事 報 告　 深澤　　隆 幹事

委　員　会　報　告
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う人のようです。元々子ども食堂やいろんな
取り組みをしていて、その取り組みをさらに継
続するために、ロータリークラブにも入ってい
る。なぜロータリークラブに入ったのかとい
うところも書いています。「小児科は福祉や
教育、地域と連携を深める必要があるので、
それなりに行政とは接点がある。その先に企
業があるのではないかと思っている。そして
ロータリーが企業と結びつける接点になって
いる。」とロータリーの意義についても語って
います。ぜひ読んでいただければと思います。

Bテーブル代表　広瀬知明さん
　　　　　　　紹介記事「すずちゃんのJust 
　　　　　　　say cheese!」
　　　　　　　　わたしが今日皆さんに紹介
　　　　　　　する記事は、ちょっとふざけ
　　　　　　　ていると思われるかもしれま
せんが、「すずちゃんのJust say cheese!」で
す。これは写真のノウハウの記事です。ロー
タリーの友では毎年How toもののページが
₂ページにわたってあります。ちなみに去年
は「男の正装図鑑」で男のファッション、今
回は写真が取り上げられています。
　日本人、全世界の人がみんなカメラマンに
なっている時代です。きのう下北の方でも
風間浦村で大きな土砂崩れ災害が起きまし
たが、その動画があっという間にTwitterや
YouTubeに載って拡散している。これはス
マホがあるからこそ。今まではメディアが行
かなければ流れていなかった映像があっとい
う間に皆さんがカメラマンだということで流
れてしまう世の中になったんだなと思ってい
ます。ですから皆さん気付かないうちにカメ
ラマンになっているということです。
　経済人の中でも、例えば三八五流通の泉山
会長、太子食品の工藤社長などカメラが好き
な方はいっぱいいらっしゃいます。この中に
も写真の好きな方がいらっしゃるかと思い
ます。そういう方々にとってみれば、「すず
ちゃんのJust say cheese!」の中身は非常に
簡単なものだと思いますが、おそらくそんなに
カメラが詳しくない方もいるのかなとも思いま

すので、ぜひ読んでいただければと思います。
　ちなみに₈月号の特集の中身は「露出とレ
ンズ」です。カメラでいう露出の意味はわか
りますか？カメラ用語では明るさのことです。
写真を撮る基本ですが、明るさをどう決める
かがすごい大事な要素になってきます。わた
しも昔新聞記者で写真も撮っていましたが、
自動露出にしていれば、そのままポチンとや
ればいいのですが、例えば逆光のときや朝日
を撮るときなどは調整しないとうまく撮れま
せん。そのときのためにぜひ覚えておいて欲
しいということを１つだけ今日は選んで説明
したいと思います。
　露出で大事なのは絞りとシャッタースピー
ドです。絞りは人間の目でいうと瞳孔の大き
さだと思ってください。絞りが大きいと瞳孔
が開く、小さいと瞳孔が狭まります。大きい
とたくさん光が入ってきて、絞りが小さいと
あまり光は入ってきません。ようは暗いとこ
ろでは瞳孔を開かないと光が入ってきません。
明るいところだと瞳孔が閉まらないとまぶし
くてしようがないということです。それが絞
りです。シャッタースピードは瞬きだと思っ
てください。暗いところだと瞳孔をパアーッ
と開いて、ゆっくり瞬きをするとたくさん見
えます。でもまぶしいところだと瞳孔を狭め
て、あっという間に瞬きをすると光の量がう
まく調整されます。ということで、シャッ
タースピードと絞りを調整することで、いろ
んないい写真が撮れると思っています。
　ぜひこの「Just say cheese!」を１年間に
わたって見ていただくとすごく写真の知識も
身に付きますし、何よりロータリークラブの
いろんな会報などにも写真をいっぱい載せて
いると思いますので、そちらのご協力もお願
いしたいと思います。

Cテーブル代表　鶴飼寿栄さん
　　　　　　　紹介記事「多様な仲間を増や
　　　　　　　す　ロータリー衛星クラブ」
　　　　　　　　これまで衛星クラブの話は
　　　　　　　耳にしてきましたが、あまり
　　　　　　　深く考えたことがありません



でした。ただ言えることは八戸西クラブが設
立になるときは衛星クラブというふうに言わ
れていましたが、この記事を読んでいかに自
分が認識不足だったのかを痛感しましたので、
それをちょっとお話ししたいと思います。
　衛星クラブは2013年にロータリークラブ結
成に必要な会員20名に届かない場合のオプ
ションとして導入されました。会員が₈人あ
れば認められるクラブだということです。こ
のクラブがロータリークラブのスポンサーを
受けて、例会、細則、理事会により奉仕活動
を行うということです。この方法はクラブ独
自の設定ができることが一番大きな魅力だと
いうわけです。衛星クラブの会員が20名以上
になると独立したロータリークラブになるか、
またそのまま衛星クラブのままであり続ける
こともできるとあります。
　それでは衛星クラブは国内にいくつあるか。
₇月時点で23クラブということです。実際こ
れまでに30クラブが創立されたそうですが、
その中で₄クラブが消滅したそうです。₃つ
のクラブがロータリークラブに昇格していま
す。数字としてはかなり難しいという印象を
受けます。
　どんな人たちが衛星クラブに参加するかを
調べてみました。元々ロータリアンだった人
たちが現役を引退したためロータリーを退会
したことで、これまでの知識や実績を何とか
生かしていきたいということから、もう１つ
の例として、クラブ内でメンバー同士の意見
が合わないで辞めたということも例としてあ
ります。また会費が高いから辞めたという人

たちもありました。ロータリアン歴のある人
がいることが知れ渡ってきて、そういった人
たちが衛星クラブに参加して、自由なロータ
リークラブ運営を行っているということです。
　これを考えると会員増強でこれまで辞めて
いった会員に声をかけて、衛星クラブから
誘ってみるのも１つの方法かなとも思いまし
た。

広瀬：衛星クラブは県内にありますか。
鶴飼：大畑に１つあります。わたしの知って
いるのは八戸西、弘前にもあります。

広瀬：３人の発表が終わりました。ここでど
の記事が一番読みたくなったのかという観点
から、皆さんに挙手をしていただければと思
います。
　Aテーブル代表の菊地さんは11票を集めた
ということで菊地さんの優勝です。

菊地　幹さん優勝者コメント
　優勝ということでびっくりしました。わた
しは活字の世界の人間なので、特にそう思う
のかもしれませんが、自分が読んで良かった
ものを「こういうふうに良かった」というこ
とでいろんな方にお勧めするのはすごく楽し
いと思いました。また広瀬さんの仕切りで
チャレンジしていただければ、他の方の発表
もぜひ聞いてみたいと思います。きょうは楽
しかったです。ありがとうございました。

広瀬委員長：わたしは前に言ったときに、
きょうこれをやってつまらなければやめます
と言いましたが、皆さんどうですか。続けて
も大丈夫そうな。(拍手）ありがとうござい
ます。さっそくですが₉月もやります。₉月
はD・E・Jテーブルの中から１人代表を選
んでいただいて、₉月₈日のロータリーの友
委員会担当のときに行いたいと思います。初
回は皆さんのご協力で楽しくできたと思いま
すので、今後ともよろしくお願いします。

― ₄ ―

【お断り】新型コロナウイルス感染の収束の見通しが立たない現状を考慮し、出席報告は当面の間、掲載を見送ります。


