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≪ゲス ト》  なし

《ビジター》 松崎 至宏 (静 岡 RC)

≪本日のお祝い》

お誕生 日

12月 18日 由利  浩志

1月  1日  上 田 直弘

1月  1日  佐久間 武

1月  4日  望月 康 弘

《会長代行挨拶要旨》

「年末のご挨拶J

まずもつて宮川会員のご

冥福を謹んでお祈 り申し上

げます。

今 日は 2015年の最終例

会です。年末のご挨拶と御

礼を申し上げます。

私は本年 7月 から会長エレ

クトの御指名を頂きまして、初めて役員 となり理事会にも出席

いたしま した。副会長 として一年かけて杉山会長の見習いを

して来年の準備をすべくスタシ
゛
ュール等も調整 しましたが 9月 中

旬に突然アクシデントが起こりまして会長代行のお役 目を務めさ

せていただく事とな りました。

そこで辞書を引いて代理 と代行の違いを調べてみた りも

しました。ちなみに「代行 とは故障のあった人に代わつてそ

の役害1を 行 う人」とあり代理は「本人に代わつて物事を処理

する人」と書いてあ りました。タクシーは代行と言い、また

代理人 とい う言葉もあります。

これまでを振 り返つてみます と9月 17日 からは毎週の通

常例会のほかに 10月 の職場見学会、H月 は甲府での地区大

会 と新潟東ロータリークラガの来静、新人歓迎会、ワインの会そ して
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12月 になつて先週の年末家族会 と毎月のように行事が続き

ましたが、これ らすべての行事は滞 りなく終了することがで

きました。私は全 く何もすることのないままに、粛々と行わ

れて、つ くづく東ロータリークラフ・は多士済々たるクラフ
｀
であること

を改めて認識いたしました。皆様方のご尽力に深 く御ネLを 申

し上げます。

やつと最近になつて多少ではあ りますが業務の次第の理

解が進んだかのように思えますので、この年末年始の休みの

間に呼吸を整えて新たな年に臨む気持ちです。

来る年が皆様方にとつてより良い年になることを祈念 し

てご挨拶 といた します。

本年は大変有難 うございました。来年もどうぞよろしくお

願い申し上げます。

《退 会》

本 日をもつて冨井一矢君が退会 されます。

≪会員卓話》

「画像・映像を楽 しむJ

鈴木 寿人 君

「画像・映像を楽 しむ」

とい うテマでお話 をさせて

いただきます。

リコーはフイルムの時代か らカメラ

事業をしてお ります。2011

年に 「PentaxJフ・ラント
・

を買

収 させていただき、今では

シリウ'化 して発売させていただいております。またフォトコンテスト

も実施していますので、ご関心のある方は是非ご応募いただ

けると嬉しいです。

デシ・タルがラでは、静止画以外にも色々な撮 り方ががラだけの

機能でできますので、いくつかご披露します。

最初にハイスヒ―゚ド撮影です。動きの早いものをゆっくりと観

ることができます。コ`ルフのスインク'チェックにも好評です。次がマク
ロ動画で 1センチの距離で撮影したものです。早送 り動画もでき

ます。ハ
゜
ソコンのソフトなど活用しなくてもがラだけで撮影できま

す。次のインタ■ヾ ル撮影は一定間隔で撮影した画像をつなぎあ

わせて動画のようにしてみる楽しみ方です。これは 5秒間隔
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で撮影した数十分から数時間のショットを 500枚 くらいつなぎ

あわせた帆船の帆をあげているときのものです。

次にアクションカメラはがラをサーフィン・自転車・スキーなどに取り付け

て撮影したり、水の中でもアタ
｀
プターなどつけずにそのまま撮

影することができます。迫力のある動画が撮影でき臨場感も

あリアウトト・ア派の方とかスホ―゚ツをされる方々に人気で持ち運び

にも便利でスマートフォンとの連携もできます。

次は 360度 全天球がラのご紹介します。シャッターを一回押す

だけで 360度撮影できます。イヘ・ントとか人が大勢集まる場で

は人気で皆さん喜んで活用いただいています。SNSと か HP

にもアップできますので、最近は不動産屋さんが賃貸物件など

現地に行かなくても確認できるように活用いただいたりし

ています。手でスクロールして 360度みることができます。登呂

遺跡で夜撮影したものになりますが星などもきれいに写り

ます。ライフ
ヾ
ヒ・ューという機能で、今現在の状況を無線でつない

でこのように写すこともできます。

テ・シ
゛
夕けイネーシ・についてお話します。今日ご紹介するのは主

にフ
.ロ
シ
゛
ェクターを活用したサイネーシ

｀
をご紹介します。この動画は

窓のない飲食店にあたかも窓があるように映し出している

サイネーシ
゛
です。四季折々の風景などにかえることも簡単にでき

ます。次は廊下とか階段に川とか滝が流れているようにみえ

るサイネシ
｀
です。

またオフィスの中でも社内伝達に活用されているケースも多く私

たちの社内でも「子供 110番」の対応の仕方とか、販促関係

の伝達など案内しています。

次に地方創生・地域活性化などにご活用いただいているケ

ースのご紹介です。これは小田原城の天守閣にてフロ゚シ
ヾ
ェクションマ

ッヒングのように活用したケうです。小田原市さんと小田原の

」Cさ んと一緒に企画して北条氏五代絵巻のフ。シ
｀
ェクションマッヒ

・

ングを展示して来場者が前年より 25,000名 増えたという実

績を残せたようです。障子とそこに持つてきました超短焦点

プロシ
｀
ェクターを組み合わせて映し出しました。小田原城の天守

閣では障子を四方に設置し、その障子の後ろにこの超短焦点

フ・ロシ・ェクターを何台も置いて映像を映し出しました。

次は長崎県の波佐見町の事例です。国の登録有形文化財の

波佐見講堂の入り口H_r面 全体をフ・ロシ
｀
ェクションマッヒ

゜
ンク
゛
化したも

ので、波佐見町の伝統工芸の焼き物などをイメーシ・しデシ
｀
タルマッ

ヒンク
゛
化したものです。波佐見講堂の再活用・再活性化につ

ながつたと聞いています。

次はイベントなどで活用いただける「紙アフ・り」をご紹介しま

す。お子さんなどが描いた魚などの絵をスキャニンク・して切り出

しフ
.ロ
シ
゛
ェクターで映し出した水槽の中を泳ぎまわるといつたも

のになります。

最後に「イヘ・ント動画をつくる」ということについて少しお

話します。最近は写真も多く撮られ保存されている方が多い

と思いますが、その写真と音楽を組み合わせて動画をつくる

ということも簡単にできます。

試しに静岡東ロータリークラフ'の 夜間例会などの写真を活用して

動画をつくつてみましたので、最後にそれをお楽しみくださ

い。以上です、ありがとうございました。

《スマイル報告》

由利 浩志 君   多忙な 12月 、3週間ぶりの例会出席で

す。誕生日のお祝いありがとうございま

す。ハ・―フ・レイからの出発です。

佐野 哲一 君   夢の薄くなった日々 、12月 31日 大当

高田 雅司 君

た りの可能性無きにしもあらず と言 う夢

の膨 らむフレセ
｀
ントを年末家族会でサンタさん

よりいただき、当つたら何にしようと夢

想する幸せをありがとうでスマイル。

結婚記念 日のお花ありがとうございま

した。随分 と長い時間が過ぎたものです。

40年たちました。近頃は感謝感謝の日々

です。

本 日は会員卓話をさせていただきあり

がとうございます。皆様に少 しでも楽 し

んでいただける卓話になれば嬉 しいで

す。願ってスマイルします。

恒例の東京フィルハーモニー第九特別演奏会に

行きました。見慣れたサントリーホールのハイフ
・
オ

ルがンが何故か気高く見えた夜でした。皆

様 どうぞ明るい良い年をお迎えにな りま

すように。

長 田さんか らのスマイル要請をスルーして し

まつたお詫びと 11月 26日 に長女に第 2

子 (男 の子 (が 無事に誕生 したこと、 1月
1日 に満 61歳 とな りますが、誕生 日のお

祝いをいただくことに感謝 してスマイルしま

す。

年末家族会で、喜平さんのお正月用の

お酒が当りました。これで、お正月が迎

えられそ うです。

先 日、くろ麦でのフイン会で、伊藤先生よ

り誕生 日のお祝いで花束をいただきま し

た。伊藤先生ならびに誕生 日ソンク
｀
を歌つ

ていただいた皆様に感謝 しスマイルします。

先 日は年末家族会へのご参加、ありが

とうございま した。そして親睦活動ク
｀
ル

フ
.の

冨井会員、これまで本当にお世話に

な りました。最後に宮川会員のご冥福を

心よりお祈 りします。スマイルが相応 しいか

どうかわか りませんが涙のスマイルをさせて

いただきます。

今年 も家族で年末家族会を楽 しむこと

ができました。私が初めて東ロータリーに参カロ

したのは、何年か前の年末家族会でした。

宮川 さんに 「とにかく家族を連れて来な

さい」 と言われていました。その年末家

族会の夜に宮川 さんとお別れすることに

な りましたが、最後は感謝の気持ちを込

めて、笑顔でお別れ したい と思います。
「宮川さん、ありがとうビざいました」

鈴木 寿人 君

足羽 祓治 君

上田 直弘 君

伊藤洋一郎君

長島 秀親 君

小山 宏之 君

相原 雄治 君

《クラブ会報グループからの連絡事項》

クラブ会報グループリーダー      鈴木 寿人

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真・画像データ

など工夫 して、原稿起こしの作業無 しに会報作成作業を効率

化するJこ とを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致 します。

(会報作成〉佐久間 武

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

12/24 53(48) 10

12/17 54(49) 17

12/10 5460 10 9 1 98 00%


