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第 2686回例会

≪司 会≫  相原雄治 君

《合 唱≫  「君が代」「我等の生業」

≪BGM》   「フィー リンの恋人」

≪ゲス ト≫  オフィス・ラウラ 神谷宥希枝氏

≪ビジター》 なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

10月 5日 り|1口 尚宜 君

結婚記念日

なし

1.10月 8日 に、 日本で

皆既月食が見 られます。

まず、月食について説明

をします。地球と月が輝

く天体といわれるのは

それぞれ太陽の光を反射

して輝いて見えるからで

す。つまり月が明るく見えるのは、太陽の光を

反射 して輝いているからです。そして、地球に

も太陽の光が当たりますが、それによつて太陽
と反対の方向には影ができます。この地球の影
の中を月が通過することによつて月が暗くな
つたり、欠けたように見えたりする現象が「月

食」です。
「月食」は、太陽―地球一月の順に一直線に

並ぶときに起きます。つまり、太陽と月の間に

地球が入つたときに起こります。
これに対 し「日食」は、太陽と地球の間に月

が入 り込んだときに、月よりも大きな太陽の光
が、月によって遮 られて地球に届く太陽の光が

欠ける現象です。並ぶ順序が違います。

そして、「月食」とい う現象のうち、月が完

全に地球の影の中に入つてしまう月食が「皆既

月食」です。

2014年 10月 8日 、来週の水曜 日に起こる月

食は、この皆既月食です。

ただ、日食の場合 と異なり皆既月食の月は

真っ暗になって見えなくなるわけではなく
「赤銅色 (し ゃくどういろ)」 と呼ばれる赤黒

い色に見えます。このときの月を『ブラッドム

ーン』といったりします。

地球のまわりには大気があり、この大気がレ

ンズのような役割を果たし、太陽光が屈折され

て本影の内側に入 り込んで、このかすかな赤い

光が皆既月食の月面を照らし、そのため月が赤

黒く見えるのです。

光の青い色は波長が短いので、太陽光が大気

を通過するとき、空気の分子によつて散乱され

大気を通過できないのです。これに対 し、赤い

色は、波長が長いため散乱 しにくいので、光が

弱められても届くのだそ うです。

2.では、いつ見えるのかですが、10月 8日 の

夜 6時 14分 ころから月が地球の影に入 り込み

月食が始まります。この日は満月ですが自い満月

がゆつくり欠けてゆきます。

それから、 1時間後の夜 7時 24分ころから

月全体が地球の影に入る「皆既月食」が始まりま

す。そして、「皆既月食」は約 1時間続きます。

地球の影の中心に月が最も近づく「食の最大」と

呼ばれるのは、夜 7時 55分ころです。そして

夜 8時 25分ころに 「皆既月食」が終わり、この

とき、再び白い満月へと戻ってゆきます。

3.なお月食は日食 と異なり、観察の場所によつて

時刻が異なるとい うことはなく、日本全国どこで

も同じ時刻に始まり、同じ時亥1に 終わります。

この点が、月食の日食 とは異なる特徴です。

皆さんもこの珍しい天体ショーである 10月 8

日水曜 日の皆既月食を楽 しんで、秋の夜空を見上

げてみられてはいかがでしょうか。

天体の不思議さは、ひととき浮世の優さを忘れ

させてくれるかもしれません。

平成 24年 10月 2日 天候 曇

≪会長挨拶要旨≫



≪新入会員紹介≫

この度、日立製作所静岡支店の鳥屋原昇君が入会い

たしました。

≪来賓卓話≫

「発声 口滑舌のポイン トレッスンJ

オフイス ロラウラ 神谷宥希枝 氏

ラジオ、テレビヘ言葉

を発 している私にとつて、

滑舌、発声は出来て当た

り前 !し かし、普段の喋

りから意識 していないと

なかなか本番では発揮出

来ないものです。

そこで、直ぐに出来る「発声」「滑舌」のポイン

トレッスン !

■「発声」

①日の中に、空気の玉を含んでください。

唇は閉じて奥歯は噛んでいない状態。

②鼻のつけねに、空気を当てるようにして声を

送る。ビリビリと振動させることが重要。
これを 2, 3回繰 り返す と、身体中に響き渡

る声になってくる。

③口を開けて声を発する。
★あら不思議 !いつもより大きな声が出ている

はずです。

身体の中で共鳴させた声が、空気を突き抜ける

ように飛び出し、増幅して耳に届くからです。
■ 「滑舌」

①奥歯を軽 く噛みます。この状態で言葉を発 し

てみます。

喋 りにくいでしょ !

だからこそ、一生懸命唇や舌を動かして、しっ

かりとクリアに発音をして下さい。ここで、ご

まかしは禁物 !

②自分の耳で注意 して聞いて、クリアに発声が

出来ているか確認 しながら続けてみてください。
言葉は日に見えるもの何でも結構です。
パソコン、机、大型テレビ、観葉植物、綺麗な

女房がいるなぁ・・・。

③奥歯を噛んだまま、はっきりと発声出来てい

るのがわかったら、奥歯を噛むのをやめ、普段
のように喋ってみてください。
★あら不思議 !滑舌良く喋れているはずです。

今回、皆さんと練習 した文章も含め、以下で試
してみてください !

シャンソン化粧品に所属する新人シャンソン歌

手による新春新人シャンソンショー。

歌唄いが来て歌唄えというが、歌唄いぐらい歌

唄えれば歌唄 うが、歌唄いぐらい歌唄えぬから

歌唄わぬ。

隣の客は良く柿食 う客

東京特許許可局の局員

向こうの竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけた

かつたから竹たけかけたのだ。
アンリルネルノルマンの流浪者の群れは語呂が

悪いのでアンリルネルノルマンの落伍者の群れ

といい改められなければならない。

芯のある声で、はっきりと発音出来ましたか ?

普段から、以上 2点のポイン トをおさえて喋つてい

ると、滑舌良くかっこよい説得力のある喋 り方の出

来る人に自然 となっています。

また、文章の 「絵」を頭の中で浮かばせながら、

日を動かし発声することは、脳の トレーニングにも

なります。『一 日一言葉 !』 ぜひ試 してみてくださ

いね。

≪スマイル報告≫

伊藤洋一郎君  今 日は函館で日弁連の全国人権大

会が開かれます。妻は一人で今朝早

く函館に向いました。「あなたはロー

タリーの例会を優先しなさい。」と言

われたので、私は例会終了後、遅れ

て出発します。ロータリーのおかげ

で一人旅を楽しむことができます。

感謝してスマイルします。

鳥屋原昇さんの入会を歓迎して。

本国の来賓卓話の神谷さんのお話、

楽しみにしておりました。あと、佐

野会員、本国の BGM大好きな曲です。

ワクワクします。新幹線 50周 年おめ

でとうございます。

河原峙宏之君   東海道新幹線開業 50周年、10月

1日 記念式典無事終了できました。

皆様のお陰で迎えることができまし

た。なお当日、記念入場券を発売し

ましたが、お昼には完売できました。

静岡駅で 5時間前から並ばれた伊藤

会長に深く感謝申し上げます。

丹羽 亨 君 初めてのビヤガーデン無事終了い

たしました。皆 さまありがとうござ

いました。また 」R東海道新幹線 50

周年おめでとうございます。

夏のパルシェビアガーデンのご利

用ありがとうございました。本年は

静岡地区のビアガーデンは大競争で

したが、過去最高の 1億 円越えとな

りました。また駅での待ち合わせ場

所 としてデジタルサイネージを作 り

ました。ご利用 ください。ありがと

うございました。

久野義彦 君

①

②

③

④

⑤

⑥

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

10/2 53(51)

9/25 52(50)

52(51) 7 3 94.12%


