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【 COVID-19 感染症対策として例会の簡素化を実施しています 】 

 

点鐘・ソング お祝い 

我らの生業（演奏のみ） 宮本会員ご子息ご結婚お祝い 

来客・来訪会員紹介 

 

上郡ジュニアソフトテニス 西山克子様 

歓迎歌 

なし 

 

出席報告 

会員数 出席者数 MU数 免除 欠席者数 出席率(%) 前々回修正出席率(%) 

26 21 3 0   2 92.3 88.46 

 欠席会員：岡本・久保会員 

 

会長の時間 

今日は、皆様にお願いしたい連絡事項を 3つ説明させて頂きます。 

1つ目は、IMについてです。IMのプログラムと委員会構成、タイムスケジュールを作成致しまし

たので、お手元に配布しております。来月の 14 日ですので、約 1 ヶ月後です。会場は上郡生涯学習

支援センターで行います。ホテルではないので、会員の皆様全員で取り組んでいただいてスムーズに

進める事が出来る様にご協力の程宜しくお願い致します。 

mailto:kamigori@gold.ocn.ne.jp


2 

 

プログラムはご覧の通り、第 1部、第 2部、第 3部となっております。2枚目ですが、委員会構成を

作成致しました。各ポジションに名前を入れさせていただきました。当日、どうしても欠席される方

もおられると思いますので、手の空いた方はフォローに回って頂いたりして対応していただきたいと

思います。次に、3 枚目ですが、簡単にタイムスケジュールを記載させて頂きました。ここには記載

していませんが 4 月 22 日の例会は予行練習を行います。お弁当は用意していますのでここで食べて

頂き 12時 30分までに生涯学習支援センターに集合して頂きます。ここで食べることが時間的に無理

な方は、お弁当を運びますので、直接支援センターの方へ集合をお願い致します。 

そして、5月 13日は 14日の IMの振替のため休会とします。しかし、前日なので、13時から会場準

備にあたりたいと思います。昼食は済ませて集合をお願い致します。当日、14日は午前 10時に会場

集合です。10時に集合可能な方は、お弁当を用意させて頂きます。ゴールデンウイークを挟みますの

で、不規則なプログラムになりますが、対応を宜しくお願い致します。 

2 つ目は、新入会員入会に関することです。井口会員のご紹介で、以前外部スピーカーとしてお話

をして頂いた佐用町の公認会計士、谷口悠一さんです。経歴書を回覧させて頂き入会に対する賛否を

求めます。異議申し立て期間として 1週間、時間を設けますので宜しくお願い致します。 

3 つ目は、青少年奉仕活動で支援している上郡ジュニアソフトテニスの代表、西山様がお見えにな

っています。皆様の前でお話がしたいということで、少しお時間をいただきます。 

 

幹事報告 

今日は理事会報告のみとさせていただきます。 

4月１日の理事会報告 

1. 最終例会について 

通常例会で実施し、豪華弁当を用意する。会食や宿泊は見合わせる。 

2. IMに向けての準備 

4月 22日 12時 30分から生涯学習支援センターにて予行演習を行い、全体の流れを確認 

5月 13日 13時から会場で準備にあたる。この日は振替休会なのでそれまでに各自食事を 

済ませておくこと 

5月 14日 当日は 10時現地集合 

3. ウクライナ難民支援の寄付 

クラブ予備費から 5万円をロータリー財団を通して寄付をする 

4. 入会希望者 

谷口 悠一氏 公認会計士 

難波 旦慎氏 税理士 

5. 上郡ジュニアソフトテニス代表 西山氏 来会について 

本日、ロータリー例会を訪問され、現状報告をされます 

 

各委員会報告 

社会奉仕委員会 

本日は春の交通安全立ち当番でした。ご参加いただいた皆様有難うございました。 

プログラム委員会 

4月 8日  田村会員スピーチ 
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4月 15日  村山会員スピーチ 

4月 22日  IMの予行演習 

4月 29日   祝日で休会 

以上です。宜しくお願い致します。 

 

審議事項 

特になし 

 

本日のプログラム 

≪会員スピーチ≫   「太陽系・地球について」     田村会員 

この 4月から、佐用町のコミュニティバスに、西はりま天文台を PRしたラッピングバスが 2台

走っています。今朝の交通立ち番で初めて聞いたのですが、これは、井口会員の船曳土木興業さん

が寄付でラッピングを提供されたそうです。このバスには西はりま天文台と太陽系の写真が描かれ

ています。ただ、このバスの写真では、地球や金星の大きさが強調されていて実際の比率より大き

く描かれています。 

実は、私が社労士になりたての頃は、仕事もなく、とても社労士では食べていけてなかったので、

2 年ほど西はりま天文台で天文台の広報みたいなことのお手伝いをしていました。今日は、その中

で知った、印象に残っている天文の話を少ししようと思っていたところなのですが、昨日、天文台

の画像がラッピングされたバスを見て、今朝、井口会員からラッピングバスの話を聞いたというこ

とで、何とも素晴らしいタイミングだなと改めて感じました。 

本題に入りますが、土星や木星に比べて地球がどれほど小さいか分かると思います。また、太陽

に比べたらどうでしょう。わけが分からないほど地球は小さい星であることが分かります。 

太陽の直径は約 139 万 2000km で、地球の約 109 倍、月の約 400 倍もあります。太陽が直径 1m

の球体だとすると、地球はビー玉ほどの大きさだそうで、また、月の直径は地球の 1/4ほど。 

月と太陽の大きさにこれだけ大差があるのに、なぜ地上から見ると 2つは同じくらいの大きさに

見えるのでしょうか。ご存知の方もおられると思いますが、これは、この約 400倍という数字がポ

イントとなっています。 

地球からの距離でいうと、地球から太陽までの距離は約 1 億 5000 万 km で、一方、月までの距

離は約 38万 kmです。38万 km×400で 1億 5200kmです。つまり、地球から太陽までの距離は、

地球から月までの距離の約 400倍で、先ほどの、月の大きさの約 400倍が太陽の大きさという、こ

の「約 400倍」という数値が偶然そろったため、月と太陽が地球からは同じくらいの大きさに見え

ているのです。 

次に、太陽の光が地球の表面に達するまでの時間は、約 8分だそうです。私たちが今目にしてい

るすべて物は、8 分前に太陽から出てきた、その光の中で見ていることになります。ですが、その

太陽の光のおおもとは、太陽の中心で核融合によって生まれたエネルギーなわけですが、このエネ

ルギーが太陽の表面に出てくるまでに、200万年もかかっているそうです。太陽内部のとてつもな

い高圧、高密度、高温がエネルギーの脱出をブロックしているためで、エネルギーは 1時間に 4cm

しか動けないそうです。 

宇宙の中では、チリにもならないほど小さな太陽系の中なのに、それでも何億キロということで

すから、宇宙は。もう想像できない世界です。人間など間違いなく、太陽系の中ですら見えない存
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在でしかありません。ちなみに地球から月までを新幹線で移動すると63日ぐらいかかるそうです。 

さて、地球と類似点が多いことから「地球の双子星」と呼ばれているのが金星です。大きさも地

球と同じくらいですが、金星は地球と違い、灼熱地獄となっています。金星は地球より太陽からの

距離が近いため、豊かな水をたたえた安息の星から灼熱地獄に変化したということです。金星の大

気の大半は二酸化炭素で、硫酸を含んだ雲に覆われています。酸素はなく、水も水蒸気のみ。表面

の温度は 457度で、気圧は地球の海面下 1キロの地点と同じだそうです。 

金星は地球より太陽に近い分だけ気温が高く、水分が水蒸気になってしまいました。水蒸気は温

室効果ガスであるため、太陽の熱を閉じこめて温暖化を一層促進してしまいました。その結果、さ

らに表面の水が蒸発し宇宙内に消え、最終的に海が沸騰してしまったということらしいです。これ

が金星の今の姿ですが、これは地球にも同じ現象が起こりうるということを示しています。つまり、

地球温暖化が進んでしまうと、私たち生物は生き残れないということです。 

月を回っている人工衛星「かぐや」がとらえた月から見た「地球の出」という画像があります。

広大な海に大量の水をたたえた青く輝く星、それが地球で、その写真を見るだけで、広大な宇宙の

中で、地球がどれだけ貴重な奇跡の星であるかが分かります。 

何年前の番組だったか忘れてしまいましたが、この「かぐや」がとらえた画像を特集した番組で

紹介されていた詩人の茨木のり子さんの「水の星」という詩が、私の心に印象深く残っています。 

1968 年にアポロ 8 号に乗った宇宙飛行士が、月の向こう側に浮かぶ地球を写真に収めました。

NASAがこれを公開したのですが、この写真を見た茨木のり子さんが、その詩を発表されたのです。 

最後にその詩を紹介して、今日のスピーチを締めくくりたいと思います。 

 

「水の星」  茨木のり子 

詩集「寄りかからず」より 

 

宇宙の漆黒の闇のなかを 

ひっそりまわる水の星 

まわりには仲間もなく親戚もなく 

まるで孤独な星なんだ 

 

生れてこのかた 

なにに一番驚いたかと言えば 

水一滴もこぼさずに廻る地球を 

外からパチリと写した一枚の写真 

 

こういうところに棲んでいましたか 

これを見なかった昔のひとは 

線引きできるほどの意識の差が出る筈なのに 

みんなわりあいぼんやりとしている 

 

太陽からの距離がほどほどで 

それで水がたっぷりと渦まくのであるらしい 
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中は火の玉だっていうのに 

ありえない不思議 蒼い星 

 

すさまじい洪水の記憶が残り 

ノアの箱船の伝説が生まれたのだろうけれど 

善良な者たちだけが選ばれて積まれた船であったのに 

子子孫孫のていたらくを見れば この言い伝えもいたって怪しい 

 

軌道を逸れることもなく いまだ死の星にもならず 

いのちの豊饒を抱えながら 

どこかさびしげな 水の星 

極小の一分子でもある人間が ゆえなくさびしいのもあたりまえで 

あたりまえすぎることは言わないほうがいいのでしょう 

 

こんな貴重な星に、どんな生き物よりもたくさんの物を与えてもらって生まれてきているのに、

私たち愚かな人間は、ずっとずっと戦いを続けています。今また、ロシアのウクライナ侵攻という、

あまりにも悲しい戦争が起きてしまいました。ここで私が話してもプーチン大統領には届かないで

しょが、どうかどうか、私たちがいかにちっぽけな存在で、それでも誰もがものすごく貴重で奇跡

の存在であるかということを思い出してほしいと願います。 

 

ニコニコ箱・親睦箱 

朝来会長・・・娘が中学生になりました。楽しく中学生生活を送ってほしいです。 

宮本幹事・・・今日は田村会員宜しくお願いします。 

村山会員・・・交通安全の立ち番お疲れ様でした。この季節は花粉症で大変です。 

名田会員・・・例会に寄せて。田村会員宜しくお願いします。 

岡田会員・・・新入社員も入ってきたので頑張ります。 

江見会員・・・例会に寄せて。 

柳原会員・・・私の会社は 4月 10日で創業 90年を迎えます。後 10年、100周年に向けて元気で 

頑張りたいと思います。先生、私の体は大丈夫でしょうか? 

田村会員・・・例会に寄せて。津山鶴山公園の桜が素晴らしかったです。 

寺本会員・・・交通立ち番お疲れ様でした。 

 

ニコニコ箱    ６，０００円 

親 睦 箱    ６，０００円 

合   計   １２，０００円 

 

 


