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2020～2021年度 テーマ Rotary Opens Opportunities　̶ ロータリーは機会の扉を開く ̶
2020～2021年度 R.I.会長 ホルガー・クナーク （ドイツ、ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンRC）
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令和　00　年　00　月　00　日　　　　　　　第　0,0005　回例会　　　　　　　　　　　NO　2 10 21 3,403 11

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 24 名）・出席 51 名・欠席 25 名・ビジター 0 名・出席率 67.11 ％

《10月 7日》会員数 76 名（出席免除会員 23 名）・出席 55 名・欠席 21 名・メークアップ 0 名

会 長 挨 拶
会長　加納洋二郎

　皆さんこんにちは。
　めっきりと朝夕が冷え込むよう
になり、夜明けも日ごとに遅くな
りました。
　わたしは6時頃から愛犬と散歩
をするのが日課ですが、電灯が必要な季節となっ
てまいりました。
　10月第3回目の例会を開催します。
先週、創立70周年事業の各担当正副委員長の顔合
わせ会を開催致しました。ようやくの活動開始と
なります。大変な時ではありますが改めてよろし
くお願い致します。
　さて今回は佐世保市内8クラブの活動状況につい
てお知らせします。
　7月～9月においては通常例会開催のところ、休
会をはさみながら開催のところなど、それぞれの
方針で運営されておりましたが、現在はすべての
クラブが平常通りの例会開催となっております。
　外部卓話者の招聘に関しては、10月より取り組
むところ、佐世保クラブを含めて当面は会員また
は関係者限定で行うところなど、まだ各クラブで
方針は異なっているようです。
　各クラブの今年度の主な事業に関しては、例を
あげますと佐世保東クラブの8月の納涼家族会は中
止、佐世保中央クラブの創立25周年記念祝賀会は
会員のみにて開催、佐世保HTBクラブの25周年祝
賀会は中止し年末のクリスマス家族会と合わせて
開催予定など様々です。会場に関しても通常の例
会場を利用することにより感染リスクを最小限に
する対策を執られています。

　例会開催においては、各クラブともに、ソーシ
ャルディスタンス・消毒・検温・換気、握手禁止
などの感染防止対策を講じながらの運営を行って
おり、今後の環境の動静をにらみながら、その都
度運営方針を定めていく体制です。
　今後も佐世保8クラブとは、例年にも増して情報
交換を密に取りながら、活動を行いたいと考えて
います。
　本日は新会員 内海さんの卓話です。例会開始前
から色々と準備をされておりました。楽しみにし
ています。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「それでこそロータリー」
◯卓話者　新会員　内海　暢邦 さん

幹 事 報 告
幹事　納所　佳民

1．国際ロータリー日本事務局　業務推進・IT室
　2020年 End Polio Nowリソースのご案内

2．地区米山奨学委員会	 委員長　松田　洋一	さん
　2020学年度 米山記念奨学生 面接官オリエンテ
ーションのご案内
　日　時／2020年11月23日㈪　13：30～17：00
　場　所／学校法人 佐賀学園
　該当者／筒井和彦地区委員

3．第2700地区	 ガバナー　古賀　英次	さん
　「第2700地区 奉仕プロジェクトセミナー」のご
案内
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　日　　時／分科会の開催
　　　　　　2020年10月24日㈯ 10：00～12：30
　　　　　　宗像国際環境会議は、10月23日～25日
　会　　場／ 地区セミナー会場
　　　　　　 福岡ファッションビル（福岡市博多

区博多駅前2）
　登 録 料／3,000円/人（宗像国際環境会議含む）
　登録締切／10月16日㈮

4．地区米山記念奨学委員会
	 委員長　松田　洋一	さん
　米山記念奨学生研修旅行のご案内
　期　日／2020年11月14日㈯～15日㈰
　行　先／大分（別府）
　参加費／無料
　該当者／筒井和彦地区委員

委員会報告
■ロータリー情報・文献記録・雑誌委員会

副委員長　西田　勝彦
　11月11日㈬ 16：00からレオプラ
ザホテル佐世保で新会員研修会を
実施します。
　対象会員は入会後2回受講して
いただく研修です。
　対象者には本日セルフボックスにご案内を入れ
ておりますので、ぜひ、ご出席をお願いします。

■親睦活動委員会	 委員長　大神　吉史
　16名の対象会員を迎えて、来月
開催いたします「新会員研修会」
終了後の「新会員懇親会」の案内
をさせていただきます。
　11月11日㈬ 18：30～
　短縮例会後、懇親会となっております。
　本日も、新会員卓話といたしまして、内海暢邦
さんにお話をいただきますが、今期は新会員卓話
で例会が楽しく進行しております。ぜひ多くの会
員で新会員をお迎えしたいと思います。
　何卒、よろしくお願い申しあげます。

■ローターアクト委員会	 委員長　中村　徳裕
板山航太地区代表（鹿島RAC）公
式訪問例会のご案内
　日頃から長崎国際大学ローター
アクトクラブの運営につきまし
て、ご理解とご協力をいただき誠
にありがとうございます。
　この度、長崎国際大学ローターアクトクラブ会
長　神山由梨さんより、公式訪問例会のご案内を
いただきました。来る11月24日㈫18時30分より、
鹿島ローターアクトよりローターアクト地区代表、
板山航太氏を迎え、公式訪問例会を開催致します。
皆様のご出席を心からお待ちしております。
　日　時／令和2年11月24日㈫
　　　　　18：00受付開始、18：30点鐘・斉唱、
　　　　　18：50メインテーマ、
　　　　　19：30代表懇談会、20：00終了予定
　例会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　　　　　 （長崎県佐世保市崎岡町ハウステンボス

町10番）
　登録料／2,000円
　　　　　※当日徴収させていただきます。
　※ 当日はお食事のご用意をさせていただいてお

ります。
　＊ ご出席されますと、メークアップにもなります

ので是非ご活用ください。
　登録締切／11月14日㈯　

■創立70周年記念行事実行委員会 記念事業委員会
	 副委員長　廣瀬　章博
　11月4日㈬ 18：30より馨におき
まして、記念事業委員会を開催し
ます。
　大切な創立70周年事業運営のた
め、皆様のご協力が不可欠です。
　委員会メンバーの方のご出席を何卒よろしくお
願いします。
　会費／3,000円
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朗遊会より
朗遊会幹事　坂元　　崇

「第1回朗遊会」開催のご案内
　このところ朝夕はめっきりと涼
しくなりましたが、日中はまだま
だ暑い日が続いております。
　季節の変わり目です。会員の皆
様、体調管理にお気をつけください。
　さて、2020～2021年　第1回目の朗遊会を下記
の通り開催いたします。
　皆様ご参加よろしくお願いいたします。

記
　日　程／10月31日㈯
　　　　　スタート11：20～（集合11：00）
　場　所／佐世保カントリークラブ　石盛岳コース
　　　　　TEL 0956-49-5654
　参加費／2,000円
※ 準備の都合上、10月28日㈬までに出欠のご連絡

をお願いいたします。

慶　　　　祝
出席・例会委員会　長野　哲也

○出席100％表彰
　髙田　俊夫 さん（26回）
　中村　徳裕 さん（20回）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　岸川　善紀

加納洋二郎	会長、納所　佳民	幹事
福田　金吾	副幹事、中島　　顕	さん
古賀　　巖	さん、大神　吉史	さん
松本　祐明	さん、橘髙　克和	さん

米倉洋一郎	さん、福田　金治	さん
坂本　　敏	さん、円田　浩司	さん
坂元　　崇	さん、増本　一也	さん
筒井　和彦	さん、森　　勝之	さん
長野　哲也	さん、陣内　純英	さん
中村　徳裕	さん、西田　勝彦	さん
浦　　義浩	さん、梅村　良輔	さん
中川　知之	さん、安福　竜介	さん
黒木　政純	さん、木村　公康	さん
廣瀬　章博	さん、芹野　隆英	さん
安部　雅隆	さん、吉田　英樹	さん
髙田　俊夫	さん、古賀　久貴	さん
玉野　哲雄	さん、岸川　善紀	さん
　内海暢邦さんの新会員卓話に期待してニコニコ
いたします。

安福　竜介	さん
　2020年に入って新型コロナウイルス感染症の拡
大以降、暗いニュースばかりが続いていましたが、
先週末は劇場版「鬼滅の刃」の公開で久しぶりに
夜店界隈が賑わい、弊社経営の駐車場もその経済
効果の恩恵を少しだけ受けることができました。
　竈門炭治郎はまさに日本経済の「柱」だそうです。
今しばらくはこの鬼滅フィーバーが続いて四ヶ町
商店街に活気が戻ることを祈念して…
　「金の呼吸：弐伍弐伍ノ型」！！

◇
ニコニコボックス 本日合計 35,000円
 累　　計 374,000円

卓　　　　話
「写真が語る歴史の価値と人の魅力」

新会員　内海　暢邦
（㈱森白汀　代表取締役社長）

　写真に対する価値観は、人それ
ぞれ違いますが、アメリカの消防
士は火災時、人命救助の次に写真
を持ち出すと言われます。日本に
比べて写真を飾る習慣があるアメ
リカは昔から非常に写真への関心が高い国民性だ
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（今週の担当：萩原多恵士）
（カメラ担当：陣内　純英）

クラブ会報・広報委員会 委 員 長　大久保利博　　委　員　 萩原多恵士 ・ 陣内　純英
副委員長　安福　竜介　　　　　　 坂根　　毅 ・ 浦　　義浩

と思います。近年日本でも、災害後に写真を探し
ている被災者、また、災害で汚れたり、破損した
写真を復元させるボランティアを目にすることが
あります。それは写真そのものの価値が、何物に
も代えられないからです。私は、普段様々なカテ
ゴリーの写真を撮影しますが、今回はブランディ
ングフォトについてお話をさせて頂きます。
　ブランディングフォトとは、あまり聞き慣れな
い言葉かもしれません。これは、会社や個人のイ
メージを象徴し、ご自身や企業のブランドを示す
写真の事です。ビジネスシーンにおいて写真は、
その人の魅力、ブランドイメージが最大限に引き
出されていることが重要です。お店や会社の名刺、
パンフレット、ホームページ、SNS用の顔写真な
どはそれだけで見る人の印象を左右する非常に重
要な時代です。飲食店であれば、商品が美味しそ
うに見える写真でなければならないですし、企業
代表者の写真、もしくは社員の写真は企業の魅力
や求人の際に、この会社でこの人達と働きたい、
このような企業の一員になりたい、というところ
に繋がることも少なくはありません。私は、カメ
ラマンですが、相手に与える印象として、良い写
真を撮ってもらえそうとか、センスが良いとか、
良いイメージを与える事に繋がります。
　「人は見た目が9割」、どれだけ中身が良くても見
た目が悪いと選んでもらえない。それどころか見
た目がそのまま客観的イメージに繋がってしまい
ます。プロフィール写真や商品や店舗の撮影など、
どれも見せ方1つで売上や集客の成果に影響してい
きます。写真か？文章か？アメリカの有名な心理
学者、アルバート・メラビアンの「メラビアンの
法則」がその代表的な例になります。人は、言語
的情報と視覚的情報に矛盾を感じた時に多くの人
は視覚的情報を信じます。言語的情報に重点を置
く人は7%しかいないのです。私は、コロナ禍の5
月にパーソナルカラーを勉強して資格を取得しま
した。衣裳のアドバイスや魅力ある外見づくりの
お手伝い、撮影する場合にその人に合う色味や背
景の選択をして、より良い写真を提供出来るため
のスキルとして活用するためです。
　ブランディングフォトは、ただ被写体を綺麗に

撮影するだけではなく、撮影前に行うカウンセリ
ングを通し、撮影の目的とその先のビジョンを伺
い、お客様のブランドイメージを引き出していき
ます。共有されたブランドイメージを、レンズを
通し表現した写真が「ブランディングフォト」です。
現在では撮影後にパソコンで修正をする事で更に
お客様が満足でき魅力を引き出す事も出来るよう
になりました。ご自宅から窓の外の何気ない風景
を携帯で撮影したとします。その時は何気ない写
真でも時が経てばその風景が変わっていくはずで
す。その時、その何気なかった写真は歴史という
大きな価値を生み出すのです。日常で、携帯やデ
ジタルカメラで気軽に撮影することが当たり前に
なった今だからこそ、プロとして被写体の魅力を
最大限に引き出す写真を撮り続けていきます。

＊今後の例会予定＊
10月28日㈬　夜例会（70周年タイム）18：30～

11月 4日㈬　佐世保JC理事長　長島正太郎 さん

　　11日㈬　夜例会　新会員歓迎懇親会

　　18日㈬　会員増強委員長　草津　栄良 さん

　　25日㈬　米山奨学生　レー チュン ハイ さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／10月27日㈫　18：30～19：30（予定）
場所／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。


