人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区

小こ
八木 勉会長

第 1078 回
司会

小川洋一 SAA

会長挨拶

八木

水野

相模原市緑区中野 1029

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

trc@club.email.ne.jp
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会長

八木

勉会長

津久井ロータリークラブの小林さん、ようこ
そお出で下さいました。
9 月になりまして昼間は相変わらず暑いです
が、朝晩は涼しくなってきました。秋を少しず
つ感じる時期になってきたように思います。
今日は秋の空について話をしたいと思いま
す。空と言っても宇宙です。
宇宙はどの位の広がりがあるかご存知でしょ
うか。138 億光年だそうで 1 光年は約 10 兆キロ
メートルです。私達の銀河系は 2 千億個の星の
集団です。このうちオリオン座のぺテルギウス
は大きな星で、大きさは太陽の 500 倍、重さは
20 倍、距離は 550 億光年ぐらい先にあります。
この星が最近、超新星爆発を起こすのではない
かと言われています。
新星と言いますが実際には星の最後です。星
の寿命は約 100 万年ですから、その最後が明日
なのか、1 年後なのか、100 年後なのかは到底わ
かりません。もし爆発すると１か月間、月の明
るさ位に光って昼間でも見えると言われていま
す。
昔、カール・セーガンという学者が宇宙カレ
ンダーを公表しました。138 億年前の宇宙の始
まりが

【出席報告者

事務所・例会場

会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

勉会長

斉唱 それでこそロータリー

まりが１月１日の 0 時 0 分とした場合、私達が今
いるのが 12 月 31 日の 23 時 60 分つまり翌年。
地球の誕生は 46 億年前、このカレンダーでは 9
月 2 日になるそうです。その後 9 月 17 日に生命
が誕生して、12 月 15 日に魚が現れ、26 日に哺乳
類が生まれて、30 日に恐竜の大滅亡があり、31
日の 22 時 48 分にホモ・サピエンスが現れ、
23 時 59 分 37 秒に農業を始めたことになるそう
です。
この長い長い宇宙の歴史から言うと、私達の営
みはほんの一瞬ということになります。宇宙が始
まって私達の母体である地球ができるまで約 90
億年あります。その間が私達と関係ないかという
とそうでもなく、50 億年後の太陽の最後は中心に
白色という小さな星を残して宇宙空間にガスが静
かに散っていくのですが、大きな星の場合は超新
星爆発でおしまいになります。
太陽はほとんどが水素で、水素が核融合で燃え
てヘリウムを作ります。大きな星はそのヘリウム
が更に燃えて、炭素や酸素、鉄などの重たい元素
が合成されていると考えられています。宇宙には
最初水素はしかなかったのが、いくつも星が生ま
れ、その中に重たい星が作った色々な元素がばら
撒かれ、それが何回も繰り返されて今の地球が生
まれたそうです。その海の中で生命が生まれて、

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

17

14

12

2

85.71％

100％

本日欠席者

具会員、井上会員

前々回修正出席率

92.86％

進化してきた私達の身体を構成しているのは、地
球が生まれる前の 90 億年の間に様々な星が生ま
れるという繰り返しの中で作られた元素でそれ
が私達の中に炭素や酸素や鉄という形で仕込ま
れているのです。
私達は亡くなると星になると言われています
が、私達こそが星の灰から生まれた生命、宇宙は
私達の故郷であるということです。
たまにはゆっくり夜空を眺めてみてはいかが
でしょうか。

幹事報告

高橋幸一幹事

ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
インターアクト年次大会開催案内
地区大会・地区内参加クラブ紹介依頼通知
ロータリー財団 100 周年記念シンポジウム公
共イメージ向上協力金依頼
ロータリーの友掲載原稿募集通知
相模原 RC
名誉会員・篠崎源太郎様訃報
相模原グリーン RC
例会場変更通知
新）相模原市民会館 あじさいの間
旧）環境情報センター 学習室
相模原大野 RC
例会変更通知
その他の受領書類
米山梅吉記念館
賛助会入会依頼、秋季例祭案内通知
尾崎行雄を全国に発信する会
後援依頼通知・尾崎行雄杯演説大会開催案内

ゲスト紹介
小林

栄一

様

津久井ＲＣ

津久井 RC 小林栄一 50 周年
記念例会実行委員長より
津久井ロータリークラブの 50 周年記念例会
が来週となりました。皆様方にはご協力を頂き
ましてありがとうございます。
今日は、駐車場の件で皆様方にご協力をお願
いしたく伺いました。できましたら分散してあ
ちらこちらに駐車して頂けると助かります。
農協の第 2 駐車場を借りましたが、こちらは
遠方より来て頂く方々の駐車場にしたいと思
います。どうかご協力をお願い致します。

会員卓話
沼崎善充国際奉仕委員長
自分がパスポートを取得してから何回海外
に渡航した渡航したか数えてみたら、何と 298
回、あと 2 回で 300 回です。今年台湾に行きま
すし、来年の 2 月私の誕生日旅行が 300 回記念
旅行になる予定です。
こんなに長く旅行業を続けて、あちこち行っ
たんだなあとしみじみ思いました。国内で飛行
機を使った添乗を合わせると 1000 回位になっ
ていると思います。
その中で怖い目にあったことが何度かあり
ます。一番印象に残っているのが、小川会員の
会社の社員旅行でシンガポールに向かう時の
ことですが、ノースウエスト航空の飛行機が火
を噴きまして、何故か乗客を降ろさずに乗せた
まま修理工場に直行、修理をしてそのまま無事
飛び立ちました。
その日は香港から帰り、成田着の 4 時間後に
小川さん達の旅行に添乗予定でしたが、入国審
査をして出国していると飛行機に間に合わな
い状態でした。トランジットというシステムに
より成田で乗り換えができることがわかった
ものの、飛行機の到着が遅れたためキャビンア
テンダントにその会社の飛行機に乗り換える
事を話し、車で小川さん達が乗っている飛行機
に送ってもらい、機内で無事会えたという今ま
でで一番すごい経験をしました。
ハワイに行ってとんぼ返りという時があり
まして、この時は時差のためホノルル空港で同
日に出国と入国のスタンプが押され、一度日本
に帰ってまた入国したことを信じてもらえま
せんでした。荷物を調べられ、上手くない英語
で説明をしてもなかなか通じなくて、お客さん
を１時間待たせました。
またイランに行った時、ドバイの空港で乗り
換えをしましたが、お客さんが正露丸を持って

いまして、それを爆弾と間違えられました。
その人は正露丸の瓶ではなく、他の瓶に詰め
替えていましたし、匂いの強い黒い玉ですから
爆弾と決めつけられ、3 時間の取り調べを受け
ました。添乗員だと言っても向こうには添乗員
制度がないので、立ち合いもできず、説明もで
きないという状況でした。
それからは海外に行く時、特に中東地域に行
く時は正露丸だけは持って行かないようにと
話しています。
今旅行業界は変革の時で、関越道高速バス事
故以来、法律が変わりまして料金、運行時間の
見直しでとんでもないバス料金設定になりま

スマイル委員会

水野

した。今までシーズンオフの大型バス 1 日の料
金が 6～7 万円だったのが、倍の 13～14 万円で
す。
バスを安くするには、どこを出発するか決め
たらそこにいかに近いバス会社を使うかが料金
の差になってきます。

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
津久井 RC
小林栄一 様
9 月 16 日の 50 周年記念例会をよろしくお願いいたします。
津久井中央 RC
八木 勉会員
高橋幸一会員

台風がつぎつぎに来て雨降りの日が多く、予定がたちません。どぉしましょ。
夏の合宿から約１ヶ月、息子の野球チームの練習を昼も夜間も手伝っています。
あと 1 つ勝利すれば、関東大会まで来ることができました。週末も応援がんばっ
てきます。オーナー！ボーナス宜しくお願いします。（オーナーは山﨑会員です）
水野 茂会員
本日は仕事で１時に町田に行かなければならないので早退します。
井上さんからお菓子を頂いて持って来ましたので、LINE でお礼して下さい。
小川さん、山﨑さんは来週でも!! 来週もお休みしますのでスマイルします。
森田正紀会員
小林様、本日はようこそいらっしゃいました。いよいよ来週は 50 周年の式典です
ね。楽しみにしています。
山﨑和彦会員
昨日のゴルフコンペ、ハンデ 31.5 付いて準優勝でした。その後の飲み会 5 時間
つかれました。そろそろ秋晴れがほしいですね！秋はイベントが多いので皆さん
頑張って下さい。
前沢弘之会員
小林さま、ようこそ。50 周年記念式典、楽しみにしております。水野委員長が帰
られたので、スマイルはしらばっくれようかと思いましたが、沼崎さんの卓話に
スマイル。
小川洋一会員
沼ちゃん、卓話ありがとうございます。話を聞く前にスマイルするので、良い話
かどうかわかりませんが、とりあえずスマイルします。
沼崎善充会員
ゴメンなさい!!
小山里枝会員
小林様、きょうもありがとうございます！ 18 日の”ほのぼの 100 人運動会”元
気に宜しくお願いします。晴れるように祈ります。
きょうは次年度の関係で藤沢です。途中抜けですみません。
近頃(？)日付けがわからなくなる時が多くて、ど～したものかと不安です…？！
お配りさせていただいたのは小原本陣祭のポスターです。ありがとうございます。
佐藤祐一郎会員 おそくなって申し訳ありません。トラックがひっくり返ったそうです。
59 才になりました。誕生祝いメールありがとうございました。
小川さん、色々とありがとうございます。
田畑和久会員
来週は楽しい税務調査が入ります。又ゴルフに行けなくて実に不愉快！税務署員
に当ってやろうかな！

