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まいりました｡ 地区指名委員会においてガバナーノミニー候補者


山本


◎地区ガバナーから､ 2010−11年度ガバナーノミニー告知の書状が

として､ 川崎北 R.C から推薦された川野正久氏 (川崎北 R.C)
芳弘

会員 (４月２日)

が指名されました｡
◎ガバナー事務所からパストガバナーの訃報が入りました｡ 岡崎全



宏氏 (1987〜88ガバナー横浜南 R.C) が４月２日ご逝去されまし

舘野

典久

会員 (４月１日)

吉田

隆男

会員 (４月６日)

横山

範夫

会員 (４月６日)
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た｡ (享年78才) 故人のご冥福を祈り､ 謹んでお知らせ申し上げ

◎次週４月11日は､ 例会後､ 定例理事会を開催致します｡

ます｡

◎2007年度 ｢手続要覧｣ が出来ました｡ 申込書をお廻ししますので､

◎2008-09年度国際青少年交換学生をクラブ受け入れます｡
氏名：ABBEY MOORE (女性)
母国：アメリカ

必要な方はお申し込み下さい｡

16歳

◎地区大会記念誌がまいりました｡ 各ポストに入れてありますので

ミシガン州

お持ち下さい｡

ホームステイ期間：2008年８月〜2009年７月まで

◎東京浅草 R.C から ｢江東区へようこそ・浅草でこんにちは｣ と

◎３月29日ワンワールド・ワンピープル協会の20周年記念イベント
に出席しましたのでそのご報告を致します｡

ストに入れてあります｡ ご活用下さい｡
◎横浜東 RAC から､ ４月13日移動例会・フリーマーケットの案内

$%&%'()*%&+',(-./0/12

が来ておりますので回覧致します｡

3456789:&;<=>?@AB
2008. ３. 29

いう浅草 R.C 会員名簿地図が送られて来ましたので､ 同じくポ

JICA 広場

◎神奈川 R.C から卓話のご案内が来ておりますので､ 同じく回覧
於て

神奈川東 R.C とは国際奉仕活動を通じて､ 深いつながりの
ある O.W.O.P 協会の20周年記念イベントが開催されました｡
当日は吉田会長､ 加藤幹事､ 岩澤､ 永井 (隆)､ 小池夫妻､
河野､ 古川､ 山田 (富) 会員の合計９名が参加しました｡
一部式典､ 二部コンサート､ 三部懇親会のプログラムであり､

致します｡
◎一つ訂正のお知らせです｡ ４月２日付クラブ協議会の案内 (役員・
理事・委員長・新会員宛) をファックス送付しました中で､ レポー
ト提出期限を２月11日としていましたが､ ４月11日の間違いです
ので､ 訂正下さい｡
◎回覧物

・ザ・ロータリアン
・横浜市青少年育成協会

当クラブからは吉田会長が来賓の挨拶と共に O.W.O.P 協会鈴

・パシフィココンベンションニュース

木会長へ永年の国際奉仕活動への協力として感謝状及び金一封

・タウンニュース

を贈りました｡ そして懇親会の席ではサルボダヤ代表のアリヤ
ラトネ博士から当クラブへの感謝状をいただきました｡ また､
小池会員が動物病院の患者さんたちの支援金で井戸１本の寄贈
を行いました｡
20年に亘るスリランカ支援活動は鈴木会長の行動力により年々
多くの企業や個人の援助が増えており､ 数年前より茨城の古河
ロータリークラブも参加しており､ 益々輪が広がっています｡
最後にスタッフ皆さんによる手作りのスリランカカレーもと
ても美味しかったです｡

ヨコハマアイズ

◎例会変更のお知らせ
横浜旭ロータリークラブ
平成20年４月30日(水)

⇒

休会 (定款第５条第１節)

⇒

休会 (定款第５条第１節)

横浜西ロータリークラブ
平成20年４月30日(水)
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久しぶりにおじゃま致します｡ 飯田会員よろしく｡



誕生日祝いありがとうございます｡ 誕生日が素直に嬉



わりです｡

席をお願い致します｡

正憲



しく思わない年齢となりました｡

◎本日例会後､ クラブフォーラムを開催致しますので､ 皆様のご出

山田

本日はお世話になります｡
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出席義務者は忘れずにご出席をお願い致します｡

委員長

.\]^]U2[

_`b

◎2008−09年度地区協議会が今週日曜日､ ４月６日に開催されます｡

栄



誕生日祝い､ ありがとうございます｡ 50代も今年で終



入会記念祝いをありがとうございます｡



今日の卓話はお手元にある



友

の表紙の解説をされ

ているフォト・ジャーナリストの岡井耀毅さんです｡ ご静聴の程を…｡
!"# 岡井耀毅様､ 本日はお忙しい中ありがとうございます｡

卓話よろしくお願い致します｡

写真やヌード写真､ 山岳写真やスポーツ写真､ 建築写真や社会の動



向をいきいきと写し出すドキュメンタリー・フォトなどに至るまで

堀内様ようこそいらっしゃいました｡ おくつろぎ下さ

い｡

実にさまざまだが､ その一方で､ 用途別にみると､ コマーシャル・



堀内様ようこそおいで下さいました｡

フォト､ いわゆる企業広告や商品広告の分野が大きな比重を占めて



長井章さん､ 須永さんお世話になりましてありがとう

いる｡



ございまた｡ 鶴見北 R.C ､ 林さんようこそ！




雑誌などの表紙写真といわれるジャンルも､ そのなかに属する写

ワンワールド・ワンピープル20周年祭出席の皆様ご苦

真で､ やはりそれぞれの雑誌の性格や特徴､ 傾向などをシンボライ

労様でした｡ 岩沢さんお世話になりました｡ また､ 小池さん春の宴

ズするものとみてよい｡ 旅雑誌や医療雑誌などの表紙写真は､ 旅の

をありがとうございました｡

目的地の特集や治療の特集によっておのずから説明的な要素の強い



写真になっていくが､ 一般論として､ いわゆる ｢表紙写真｣ という

先週の心あたたまる歓迎会及びきれいな花束ありがと

うございました｡ 今後とも気が付いたことがございましたら何なり

ジャンルが市民権を得てきたのは､ 昭和31年 (1956) の 週刊新潮

と注意お願い致します｡

の創刊以来の週刊誌ブームの到来が引き金になったとみてよいだろ



う｡

６日の地区協議会､ 出席の皆様よろしくお願い致しま

す｡

いわば高度成長のはじまりともいえる ｢もはや戦後ではない｣ と



皆さん来週はまちにまった友添君のイニシエーション

いう政府の ｢戦後訣別宣言｣ や石原慎太郎の ｢太陽の季節｣ の影響

スピーチです！ 来週はぜひ皆さんふるって例会に参加しましょう！

による太陽族の出現､ 首都圏の膨張で東京タワーが完工し､ 東京都

友添君､ ドタキャンしないで下さいよ｡

の人口が世界一となり､ 一万円札が発行され､ 団地族が誕生してマ



イカー時代が到来した｡



桜も見ごろ､ 良い季節になりました｡



先週は遅刻をしてしまいました｡ 今日は早目に来ま

した！
!
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こうした高成長の好況を反映して出版社系の週刊誌の創刊があい
つぎ､ 本格的な週刊誌ブームに乗って ｢表紙写真家｣ という存在が
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本日は､ 所用により､ 早退致します｡

注目をあつめるようになってくる｡ そのなかで群を抜いて確固とし

所用にて早退致します｡ ご容赦下さい｡

た地歩を占めたのが､ 二科会写真部の重鎮である秋山庄太郎であっ

家内に来た年金特別便､ 異状がなくて良かったです｡

た｡ 透明な ｢白バック｣ と沈静美にかがやく ｢黒バック｣ を多用し

DEDF
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て､ 平明でありながら俗に流れず､ 凛とした気品をただよわせた秋
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山庄太郎の女優写真が大ヒットして､ その格調あるロマンチシズム

GL
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HTKN

は ｢秋山調｣ と親しまれ､ 最盛期には､ 週刊誌など18誌もの表紙を
担当して一時代を築いた｡





秋山庄太郎は､ その成功の秘訣を私にこう語ったことがある｡
｢読者に抵抗感をもたせないで大衆の好みの最大公約数をくみとっ



た写真｣ で､ ｢作者の主観的な好みを強く押し出したような個性の
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勝った写真はマイナス効果しかない｣
さらに､ ｢混血系や外国人は絶対にいけない｣ ｢表情もさり気なく
日常茶飯事の感じでよそ行き的な風情やスタイルはよくない｣
秋山庄太郎はのちに花三昧の写真家になったように､ 反公害のネ
イチャー・フォトや風景写真の隆盛を見越していたようで､ いつも
｢平均的思考｣ が情報化社会の動向をきめる時流になるというよう
な考え方であった｡
たしかに､ 個性的な批評性をもつ表紙写真は読者にはうけない｡
一例をあげれば､ 私が

週刊朝日

のデスク時代に､ しばらく漫画

家でイラストレイターの山藤章二が表紙を担当したが､ 部数が目に
見えて減っていく｡ 私は編集長に強く言った｡
｢これを巻末に回して､ ブラックアングルというタイトルで縦横
に辛口批評的な持味を生かしたコラムをやらせたらどうですか｣
その通りにすると､ 評判のコラムになった｡ 当然､ 表紙は女優や
女性タレントの登場となって人気写真家が入れ変わり競い合った｡
写真の世界は被写体別に非常に多彩で､ まず四季の移り変わりを
撮る風景写真からいきものの動物写真や昆虫写真､ 水中写真､ 人物

いまでも印象ぶかいのは､ 秋山庄太郎の表紙写真を､ 当時激烈に部
数を競っていた

週刊現代

と

週刊ポスト

の両誌が文句もつけ

ないで長い間使っていたことだ｡ 表紙写真家として随一の売れっ子
の面目躍如であった｡


平成20年３月28日(金)
場所

｢結｣

親睦活動委員会 (田修委員長) 主催で白鳥厚夫新会員の歓迎会
が開催されました｡ 白鳥新会員には花束が贈呈され､ 当日出席者26
名と和気藹々の中､ 親睦を深めました｡



 

ロータリアンが RI ウェブサイトを通じて会員情報を制限付きで
見ることができるようにすることを検討するよう､ RI 理事会に要
請する件
RI ウェブサイトにおいて ｢会員アクセスページ｣ を利用するこ
とができる｡





例会終了後､ ｢第４回クラブフォーラム｣ がホテルキャメロット
ジャパン５階ジュビリーⅢにて ｢環境問題への取り組みについて｣
をテーマにして開催されました｡ はじめに犬飼会長エレクトより､
次年度､ 環境委員会を新設すること､ 次年度に向けて脇田次年度環
境委員長と共に ｢都市型干潟学習会及び造成工事見学会・アマモ種

RI データベースに保存されている情報は､ すべての会員が容易
に見ることができるようにすべきである｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
ロータリアンが､ RI ウェブサイトの ｢会員アクセスページ｣ にあ
る個人情報を読み取り専用で見ることができるようにすることを検
討することとする｡

まき｣ に参加したこと､ ４月29日の ｢よこはま水と緑の日｣ に協力
することなどについて､ スライドを使った説明がありました｡ 続い
て永井パスト会長より､ 地球環境問題と温暖化対策についてのレク
チャーがありました｡ 最後に環境問題について意見交換をしてクラ
ブフォーラムを終えました｡

 

RI ウェブサイト上の資料の説明を改善することを検討するよう､
RI 理事会に要請する件
RI ウェブサイトから資料をダウンロードすることができる｡
RI が作成した資料には出版番号と言語／改訂年月／コード (例
えば､ 141-EN (1205)) が付けられている｡
よって､ 国際ロータリーの決議により､ 国際ロータリー理事会は､
RI ウェブサイトからダウンロードできる資料のハイパーリンクに
は､ 資料の説明に加え､ 出版番号と言語／出版年月／コードを表示
することを検討することとする｡
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