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第 2591 回 例会 2021 年 1 月 13 日(水)
於:ZOOM 点鐘：18：30
・点鐘
・開会宣言
・ソング
・四つのテスト
・お祝い

・乾杯

0476(42)2043

屋

堀江 恭一 会長
玉木 実
会員
君が代、奉仕の理想
鈴木 治美 会員
＜本人誕生＞
一島 正四 会員
＜結婚記念＞
鈴木 治美 会員
＜配偶者誕生＞
玉木 実
会員
一島 正四 会員
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◇会長挨拶
会長

堀江

恭一

明けましておめでとうございます。新年例会ということで例年ならどこかで食事
をしながら歓談というところですが、ご承知の通りコロナ感染者の爆発的急増によ
って緊急事態宣言の発令ということになりオンライン例会です。
最近はコロナによる自粛疲れなのかどうかは分かりませんが、前回の緊急事態宣
言発令時よりも何となく全体的に緊張感が薄らいでいるように感じます。感染者増
大に伴って特に問題になるのは重症患者も増えて病院がひっ迫していることです。
コロナ感染で強い症状があっても受け入れ先が無い。また、コロナの患者さんを受け
入れているためにベッドもスタッフもそこに取られて、一般の患者さん例えば脳卒
中で倒れた方が入院できずに医療を受けられないという状態になってきていること
です。
交通事故と一緒で、いくつかの要因が有ってそこに気の緩みが重なると感染成立と
なります。いろいろ変異種が出ているようですが、決して毒性が無くなったわけでは
ありません。
私も若いつもりでも 65 歳を超えると高齢者だそうです。皆さんにしても脅かす様
で申し訳ありませんが、感染した場合症状が重くならないとは言えません。決して感
染の憂き目にあわないようくれぐれもご注意ください。
直近の予定について確認いたします。
1 月 24 日(日)にガバナー事務所で行われる「ロータリー談義の集い」については、
玉木会員に出席していただきます。よろしくお願い致します。
1 月 30 日(土)に行われる「補助金管理の説明会」には、稲葉幹事が会場出席とのこ
とですので当日 MOU を受付に提出してください。一島会員と橋本ガバナー補佐はズ
ーム参加の予定です。
3 月 3 日(水)の橋本ガバナー補佐主催になりますＩＭでの司会は 鈴木会員にお願
いしています。よろしくお願い致します。講演者は、外務省官僚から現在は文筆家の
佐藤 優氏です。佐藤氏から何か特に聞きたいことでもありましたら橋本ガバナー補
佐までお知らせください。
私の年度もちょうどあと半年です。コロナ禍の影響がまだまだ無視できない状況
にありますが、次年度はしっかりいろいろと活動できることを願って準備を進めた
いと思います。よろしくお願い致します。

◇幹事報告

稲葉

健 幹事

※個別以外は HP の連絡事項に書類をアップしているのでご確認ください。
配 布
・週報
・12 月 9 日(水)、12 月 16 日(水)
・月信、R の友
・1 月号、特別号
変 更
・成田 RC
・
【１、２月スケジュール】
1 月 15 日（金） Zoom 例会
新会員卓話
22 日（金） Zoom 例会

特別月間卓話
担当：職業奉仕委員会

29 日（金） Zoom 例会

外部卓話(リモート講演)
講師：ニッセイ基礎研究所
上席エコノミスト 上野剛志氏
テーマ「アフターコロナにおける今
後の日本経済について」

2 月 5 日（金） Zoom 例会
12 日（金）

休会

新酒を楽しむ会 中止
（定款第 7 条第 1 節（d））

19 日（金） 通常例会
26 日（金） 振替休会

対象：第 10 グループ IM

※緊急事態宣言の発令が延長された場合には、引き続き Zoom のみの例会
を予定しています。
・成田 CPRC
例会休会のお知らせ

・白井 RC

昨日、政府より１都３県に係る「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣
言」が再発出されたことを受け、当クラブでは「緊急事態措置の実施期間
（1/8～2/7）の例会については休会とする」旨、理事会で決議しましたの
でご連絡申し上げます。
よって、１月１３日(水）、２０日(水）
、２７日(水）、２月３日(水)の例
会は休会とします。【定款第７条第１節(ｄ)-(３)による
※ ２月１０日（第２例会）以降の開催については、今後の状況を考慮し
てご案内させて頂きます。開催する場合は、万全の新型コロナウイルス
感染症対策を講じて行います。
[1 月－2 月例会予定]
日
付
1 月 14 日(木)
1 月 18 日(月)
1 月 25 日(月)
2 月 1 日(月)
2 月 8 日(月)
2 月 15 日(月)
2 月 22 日(月)

回覧

・市民活動支援
センター

内容
新年移動夜間例会
会場：川豊別館 点鐘 17：00
通常例会
通常例会
通常例会
通常例会
通常例会
夜間移動例会 ※詳細未定

・メルマガ 53 号
・開館時間変更のお知らせ
今般の緊急事態宣言にあたり、市民活動支援センター貸館についての変
更をお知らせします。
また、コロナ感染に関しての基本的な感染防止策の再徹底にご協力お願
いいたします。
下記以外は、これまで通りの運用です。どうぞ、よろしくお願いいたし
ます。
記
１． 開館時間：水・土曜日の夜間開館時間は午後８時までに変更

２． 期間：令和３年１月８日（金）から緊急事態宣言発出期間中
３． その他
・利用定員の半分以下（活動室小６名迄・活動室大 10 名迄）
・飲食はできません
・カラオケやコーラス等の利用制限
以上
・公益財団法人
米山奨学会
・G 事務所

・白井 RC
・新千葉 RC
郵便
ＦＡＸ
メール
等

・桂枝女太
・市民活動
支援センター
・G 事務所

連絡

・米山記念奨学会
・株式会社タイカ
・R 日本事務局

報告

・理事会

1 月のロータリーレート

1 ドル＝104 円

・1 月～3 月の例会について
※緊急事態宣言発出中は ZOOM 開催
＜1 月＞
20 日(水) 点鐘 12：30 クラブ協議会
＜2 月＞
03 日(水) 点鐘 12：30
10 日(水) 点鐘 12：30
17 日(水) 点鐘 18：30 夜間例会
＜3 月＞
03 日(水) IM
10 日(水) 点鐘 18：30 夜間例会
17 日(水) 点鐘 12：30
31 日(水) 検討中

◇委員会報告
〇出席奨励 玉木 実
1 月 13 日

・年末年始休業および 1 月の事務局体制について
・当面の事務局勤務体制および申告用領収書の発送について
・ハイライト米山 249
・規定審議会郵便投票の結果について
・MCR レポート
・バギオだより第 82 号
・財団 NEWS 1 月号
・週報(リアル例会時に回覧)
・第 3 グループガバナー補佐に関するご報告と G 編成に
対する意見について
・新千葉 RC 訂正内容のお知らせと差し替えのお願い
・落語家講演会のご案内
→米井リーダー、玉木サブリーダー、稲葉幹事
・登録団体紹介冊子作成の今後の予定、確認
→会長、幹事
・次年度クラブ情報提供のお願
→会長、会長エレクト、次年度幹事
・風の便り vol6
→会長、幹事、回覧
・地区負担金下半期のお願い
→仲田リーダー
・コーディネーターニュース 1 月号
→会長、幹事、回覧
・補助金財団セミナーのご案内
→会長、幹事、次年度幹事
・グループ編成について
→会長、幹事
・Festive Year 委員会より記念誌のお願い
→会長、幹事、HP
・RYLA 中止のご案内
→稲葉会員、HP
・職業奉仕月間リソースについて
→玉木リーダー
・新規奨学生の世話クラブとカウンセラーの引き受けにのお願い
→会長、幹事
・次年度三大セミナーの日程について →会長、幹事、次年度幹事、HP
・ガバナー月信号外「緊急事態宣言を受けて」 →G 補佐、会長、幹事、HP
・RLI パートⅠ
→仲田リーダー、会長、幹事
・2020-2021 年度下期普通寄付金のお願い
→仲田リーダー、会長
・防災用品の提案書
→会長

リーダー

総数

出席

欠席

M/U

出席率

11

6

5(免 2)

3

100％

〇クラブ管理運営委員会

鈴木 治美

委員長

プログラムからのお願いです。
年度の途中での退会者が数名あり、今後の卓話予定者であった為、空きとなって
しまいました。私も自分の引き出しを増やしながら、卓話を考えたいと思います。
1 人 1 回の卓話をお願いしていましたがもう 1 回お願いしたく、ご準備いただけれ
ばと思います。また、お知り合いの方で卓話をお願いできる方がおられましたら、
zoom 対応になるかとは思いますが、ご紹介いただけると助かります。
改めてカレンダーの卓話予定者を変更、追加してご提案したいと思いますので、
何卒ご理解、ご協力いただけますようお願い致します。

〇会員増強

稲葉 健 会員

印西応援クーポンの対象のお店にロータリー案内を配布予定。
その後、会社へ訪問を考えています。

〇稲葉 健

会員

「PCR 検査について」
印西市では新型コロナウイルス感染症の流行禍において、重症化する恐れが高い高齢
者の不安解消の為に６５歳以上の高齢者を対象にひとりにつき１回、唾液による PCR 検
査を無料で実施します。
申込書受付期間は令和３年１月１８日～２月５日まで
結果については、陽性の方には医師及び印旛保健所より電話にて連絡があり、陰性の
方は連絡がきません。詳しくは明日から市ホームページ及び市内公共施設のポスターが
掲示される予定ですのでそちらをごらんください。
とりあえず、対象者の方には郵送されるそうです。

◇卓話「九星気学ってな～に？」
鈴木

治美

会員

九星気学とは、中国の易という４０００年の歴史のある占いが元になっていて、孔子が
その易を完成させたと言われています。孔子は、
『論語』の作者でもあり、
『易経』の作者で
もあります。九星気学は、この易経と陰陽五行説（木・火・土・金・水）をベースにした占
いの手法で、明治４２年に園田真次郎という人が作ったものです。
九星とは、一白水星・二黒土星・三碧木星・四緑木星・五黄土星・六白金星・七赤金星・

八白土星・九紫火星のことです。

生年月日で、本命星が決まります。ただし、１／１~５に生まれた人は、前年の星になり
ます。本命星ごとに生まれた月で月命星が決まります。ただし、月初めの数日間の生まれの
人は、前月の星になります。
本命星・月命星・傾斜宮・日命星があって、同じ本命星でも他にどの星を持っているかで、
性格や長所や弱点が違ってきます。性格は、まったく同じ星を持っていてもその時によって
現れてくることが違ってくるとも思います。
因みに、皆さんの本命星は、次の通りです。表には、本命星・月命星・傾斜宮・日命星の
順で星を記載しています。

一白水星
堀江さん
一白－九紫－六白－一白
稲葉さん
一白－九紫－六白－一白
橋本さん
一白－六白－九紫－八白

二黒土星
馬場さん
二黒－三碧－四緑－八白
私
二黒－一白－六白－一白

三碧木星
仲田さん
三碧－四緑－四緑－三碧

五黄土星
一島さん
五黄－九紫－一白－四緑
玉木さん

八白土星

五黄－三碧－七赤－六白

米井さん
八白－六白－七赤－一白

九星気学を学ぶことで、何がわかるのか？

１）

自分の長所、弱点を知る。
性格・人間関係・仕事・健康面・家庭運など

２）

方位学
結婚・転居・転職・海外や長期旅行などの方角と時期

３）

心と体の健康アップ
寝室の場所・座る位置

１）自分の長所、弱点を知るとは？

自分が、どの本命星の何月生まれに当たるのかで、家庭運や健康上の弱点などがわかり、本
命星・月命星・傾斜宮によって深くつきあっていかないとわからない本質、持って生まれた
気質が理解できたりします。

２）方位学とは？

気学を学ぶ中で、先生が『吉方をとる』という言葉を使いますが、その意味を一言で言う
と、その方角の『気』を受けるということです。
『気』とは、何か？
① 目には見えないが、そこを満たしていると考えられるもの
雰囲気・気配・殺気など
② 受けた刺激によって変わる心の気配
気が晴れる・気にいる・気が滅入るなど
③ 物に感じて対処する心の動き
気が向く・気が騒ぐなど
④ 心の動きが無意識のうちに顔に出る状態
生気・元気など
これらを総称して『気』と呼んでいます。つまり、北の方角に行けば『北の気』を受け、
南に行けば『南の気』を受け、その結果そこに満ちている陽気・陰気の気の影響によって気
が滅入ったり、気が晴れたり、心の変化が生じます。
そして、その心の変化は、いつのまにか顔に表れて自分の運命に大きく影響することに
なります。

各本命星によって、大吉方や小吉方という方位が示されます。それは毎年違うし、月によ
っては小吉方だけや全くない月もあります。転居・就職・海外旅行は、大吉方のある月にそ
の方角へ行くことを勧めています。
また、その方角に行ってどのような気を受けるのか、どのような作用がいつ現れるのかが
わかります。吉方を取りに行ったら、日帰りの場合は、４０ｋｍ以上自宅から離れた所に行
って、現地で作られた食材を使った物を食べ、お土産を買ったり、山や木々など自然のパワ
ーを自分の中に取り込むことがとても大事です。人間も自然の一部です。自然の気をしっか
りと取り込んでいきましょう！
一昨年くらいから、気学を学ぶ仲間と吉方を取りに行ったり、添乗に出る際は吉方を
意識し、吉方取りをしたらどういう作用がいつ現れるのかをチェックしています。

添乗で吉方取りをした時の吉方作用が、資金・援助運アップになっていて、どんな形で
現れるのかなと思ってました。そしたら、コロナで緊急事態宣言がされて、仕事が全くでき
ずになかなかアルバイトも見つからなかった時、ある方の所でお世話になることがなったの
が、吉作用が現れる月でした。
また金運・発展・援助運アップの吉作用が現れるという吉方を使った時、１１月に現れる
のがわかったので、それを楽しみにしていました。そうしたら、１０月から１１月中、Ｇｏ
ｔｏキャンペーンもあって本当に目が回るくらい添乗の仕事をもらえて、実際に添乗に出た
日だけじゃなく、そのための打合せや準備、精算など、ほとんど仕事をしない日がなかった
というハードな１か月間でしたが、それまでの２倍以上の収入を得ることができました。
おそるべし、吉方取り！

九星気学では、今年は２／３から始まり、２月は、２／３～３／４、３月は３／５～４／３、
４月は４／４～５／４、５月は５／５～６／４、６月は６／５～７／６、７月は７／７〜８
／６、８月は８／７〜９／６、９月は９／７〜１０／７、１０月は１０／８～１１／６、
１１月は１１／７〜１２／６、１２月は１２／７〜１／４、１月は１／５～となっています。

本命星ごとの吉方は？
一白水星）２月（大）東（小）西、４月（小）東北、５月（小）西、６月（小）東北・西
７月（大）東、１０月（大）東、１１月（大）東（小）西、１２月（小）西
１月（小）東北

二黒土星）２月（大）西、３月（大）東北、４月（大）東北、５月（小）東、６月（小）東
８月（小）東、１０月（大）東北・西、１１月（大）西、１２月（大）東北
１月（大）東北

三碧木星）２月（大）南（小）北、３月（小）北、５月（大）東・西、８月（小）西、
１０月（大）東・南、１１月（大）南・北、１２月（小）北

五黄土星）２月（大）東北・西（小）南、３月（大）北・東北（小）東南、
４月（大）北・東北（小）南、５月（大）北（小）東、６月（小）東
７月（大）西（小）東、８月（小）東、９月（小）南、10 月（大）北・東北・西、
１１月（大）東北・西、
１２月（大）北・東北・西（小）東、１月（大）北・東北（小）南

八白土星）２月（小）南、３月（大）東北、４月（大）東北、５月（大）北（小）南、
９月（小）南、１０月（大）北・東北、１１月（小）南、１２月（大）東北
１月（大）東北
どうしても仕事で凶方へ行かなくてはならない場合がありますが、その時は凶方の作用を
打ち消すよう吉方に行くようにしています。

３）心と体の健康アップってどういうこと？

これは、自宅の家相でみます。
家の図面の中心点を出し、自分がどちらの方角の部屋に寝ているかがとても大切です。
本命星によって、家の中での吉方がありますので、それもお伝えしようと思います。

一白水星男性）最大吉－東南、大吉－東、中吉－南、小吉－北
二黒土星男性）最大吉－東北、大吉－西、中吉－西北、小吉－西南
三碧木星男性）最大吉－南、

大吉－北、中吉－東南、小吉－東

五黄土星男性）最大吉－東北、大吉－西、中吉－西北、小吉－西南
八白土星男性）最大吉－西南、大吉－西北、中吉－西、小吉－東北

ただし、不動産屋さんでもらう図面より、関東は西へ７度程ずれますので、ちょっと方位
が変わってきますが。
また、家の図面が長方形や正方形なら簡単ですが、凸凹がある場合は、それを四角形にな
らして、中心点を出し、家相を見ますので、ご注意を！
正しい方角を出さないと、本当の吉方とずれた部屋の中で、寝ていたってことがあるかも
しれません。

最大吉は、生命力の増強や積極性の増進。
大吉は、健康アップ・
中吉は、人との結び付け。
小吉は、内面の喜びや充実に作用する方位になります。

因みに私は、二黒土星女性なので、
二黒土星女性）最大吉－北、大吉－南、中吉－東、小吉－東南で、本当は、最大吉の北の部
屋を寝室にしたいのですが、戸建てだと北に居室がないので、今、東の部屋を寝室にして、
枕を北側にしています。

コロナ禍で、なかなか人と直接会って時間を共有することがしにくい今の時期にも人との
結びつけアップができたらと思っています。

そして、朝は私にとって最大吉の北からのパワーを得るために、北に向いて朝食を
ずっと摂っています。
個人的に気になることがあったら、いつでもお問い合わせ下さい。

◇点鐘

印西 RC 会長

堀江 恭一

