
 

 

 

 

 

 

 

 

母子の健康月間            １６４４回例会 ４月１１日 NO.1634 

 

 

国歌 「君が代」 ロータリーソング 「奉仕の理想」 

■出席報告       （会員 43名内出席免除 ８名） 

会員数 出席者 出席率 3月 14 日修正出席率 

43（38） 24（2） 68.42％ 78.95％ 

WEBでの参加者 2名 出席者の（）は WEB参加者 

加藤会員・冨坂和弥会員 

来賓 地区青少年交換委員 中島英嗣様（東京神田 

RC） 東京本郷 RC 会長 熊井 寛様 幹事星野大記 

様 SAA米倉伸三様 文京区わんぱく相撲関係の方２ 

名 山下副会長夫人 冨坂 SAA夫人 

米山奨学生   朱 夫誠さん       （合計 ９名） 

ソングリーダー  永井会員 

 

■山本会長報告 

 

・第 10回理事会報告 

審議事項 

・第 44回わんぱく相撲文京区大会協賛金の件承認 

協議事項 

・本郷 RC合同例会について  4/20（水）メトロポリタン

エドモント 点鐘 12：30～14：00 

・奏楽堂コンサートについて  4/15（金）14：00開館 

・２０２２年５月７日・８日下谷神社大祭神輿参加者の件 

今年度は青少年交換学生の参加は無し 

報告・連絡事項 

・親睦旅行会の件  5/12～5/13 伊勢志摩 

・北分区献血ロータリーデーの件 好評を頂き次年度

も希望する意見が出ている。 

・第 7 回日台ロータリー親善会議福岡大会の件 オン

ライン参加も出来るので希望者は事務局まで。 

・東京本郷ロータリークラブ会長 熊井 寛様 幹事星

野大記様 SAA米倉伸三様 4月 20日合同例会のお

話をお願いします。 

本郷 RC熊井会長・星野幹事・米倉 SAA様 

 

熊井会長：2年ほどコロナ禍で行えなかった合同例会

を 4月 20日に開催したいと思います。 

星野幹事：エドモントホテルにて開催します。受付開始

時間は１２：００からです。円卓を考えていましたが、こ

の頃のコロナの状況もありますのでスクール方式で卓

話を中心とした会を予定しております。当クラブはロー

タリーソングも録音したものを流すだけにしています。

久しぶりの会ですので多くの方のご参加をお願いしま

す。 
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・文京区わんぱく相撲の方、ご案内をお願いします。 

青年会議所文京区委員会 委員長 北様 

文京区わんぱく相撲担当実行委員長 長田様 

 

本日は理事会にて協賛の件をご承認いただきありがと

うございます。私は 2019年に入会し、2019年以降わ

んぱく相撲が中止になっていましたので知らない世代

です。19年以降に入会したものはつながりを知らない

世代なので苦労しているところもあります。歴史ある事

業なので、関係団体の皆様への感謝の気持ちを忘れ

ずに安心安全な愛会をしてまいりたいと思いますので

今後ともよろしくお願い致します。 

■幹事報告  ＲＩ関係    

・2022年 4月ロータリーレートは１ドル＝122円です。 

・ヒューストン国際大会「ガバナーナイト」のご案内が届

いております。掲示板をご覧ください。 

・ガバナー月信が届いております。掲示板をご覧くださ

い。 

・米山梅吉記念館より館報が届いております。受付に

あります。 

他クラブ関係    

・他クラブの例会変更は掲示板をご覧下さい。 

・東京東大和ロータリークラブ創立 50周年記念講演会

のご案内が届いております。日時：5月 14日（土）１５：

００～場所：東大和市民会館ハミングホール 会費は

無料です。詳しくは掲示板をご覧ください。 

上野クラブ関係   

・4月 15日（金）奏楽堂コンサートの出欠を取っており

ます。 

・4月 20日（水）本郷ロータリークラブとの合同例会の

出欠を取っております。 

委員会報告  特になし 

誕生日 30秒スピーチ  江口会員 4月 3日

 

4/3誕生日を迎えました。色々な方からメッセージを頂

き大変うれしく思っています。クラブからもメロンが届き

ありがとうございました。今年一年の目標は当たり前の

ことですが、笑顔で、大きな声で挨拶が出来る一年で

ありたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

ニコニコの発表  阿部会員 

 

■ＳＡＡ報告 ニコニコ BOX 

地区青少年交換委員東京神田 RC中島 英嗣 様  

       青少年交換の派遣留学生伊藤摩耶の書類

に会長、幹事のサインをいただきに来まし

た。よろしくお願いします。 

東京本郷ロータリークラブ 会長 熊井 寛様 幹事 

星野大記様 SAA米倉伸三様 

       4/20の合同例会よろしくお願いします。 

山本会員 ゲストスピーカーとして井上慶亮上人をお

迎えして。 

山下会員 本日の卓話に玉泉院井上慶亮さんをお迎

えして。 

中島会員 4/15奏楽堂コンサートです。皆様のご協

力、よろしくお願い致します。また本日はわ
４月  ７日 木村会員  ８日 大野会員 

    ３０日 冨坂和弥会員 

 

 

４月  ３日 江口会員  ７日 常盤会員 

    １０日 園部会員 １６日 大野会員 

    ２６日 阿部会員 



んぱく相撲文京区大会の件で JCの文京

区委員会の北委員長と長田実行委員長が

お見えです。私はモデルナアタックでフラフ

ラです。 

捧 会員 今日は嫌な奴に呼ばれ、雨の中でかけま

す。 

木村会員 今日もげんきです。結婚記念日を自祝し

て。 

江口会員 誕生日のプレゼントありがとうございまし

た。これから美味しく頂戴したいと思いま

す。 

 （本日の合計金額   42,000円） 

（本日までの累計 1,756,000円） 

 

■卓話 気学 『令和4年度・五黄土星・壬（みずの

え＝水の兄）・寅（トラ）年の総合的展望』「今を知

り、今を考え、今に学ぶ」  

日蓮宗 深川 玉泉院 住職 井上慶亮氏 

 

令和４年2月立春（2/4）～令和４年２月節分（2/3）まで 

※来年の基調：気の流れを掴め「善悪、吉凶、好・不況

二面の波乱多い要注意年と覚悟し、備えることの大切

な一年」 

◎五黄土星の象意：「皇帝」「生生化育」「腐敗・土化」

「破壊・壊乱」「暴欲」「腹部」 

一、本年中宮、五黄土星の「破壊、壊乱」に観る 

五黄土星には、他の一白水星から九紫火星までの八

星は支配し、物を生み出すにも死滅破壊させるにも強

い影響を及ぼしその力は強力です。過去を振り返る

と、自然災害は関東大震災や伊勢湾台風、阪神淡路

大震災等が起こりました。社会情勢に関しても、第一

次世界大戦の日本参戦、太平洋戦争の真珠湾攻撃も

この五黄土星中宮年に勃発いたました。このように日

本さらには世界をも一変させるような事象が起こる可

能性が高い本年、平素からの備えが大切、緊急時の

避難場所や連絡方法など、日ごろからの対策を怠らな

いことが重要な一年です。 

二、本年中宮五黄土星と後天定位に観る 

五黄土星中宮年は、一白水星から九紫火星まですべ

ての星が自分自身の宮に帰る事となりそれは後天定

位の位置に戻る事となります。これはまさに「原点回帰

の相」であります。よって本年は自分自身を見つめ、自

分自身を振り返る年とし、『基本を大切に』『初心を忘る

べからず』をキーワードに過ごすことが大切です。 

三、五黄土星中宮に観る 

本年は五黄土星が中宮に入り方位的には五黄殺はあ

りませんが、これは中心が五黄殺であると考えられま

す。自分自身の中心を考えますと毎日帰る場所『家

庭』ということになります。本年は、例年に増して家族と

のコミュニケーションを活発にし、家庭和合が開運への

道と心得ましょう。 

『恵方』＝壬（坎宮）の方位＝北北西の方位 

『五黄殺方位』＝中宮（中央）の方位＝自宅『色彩』＝

金・銀・黄・黒・（白） 

『暗剣殺方位』＝明確な暗剣殺方位はありませんが各

方位共に注意が必要。 

『歳破方位』＝申（坤宮）の方位＝西南の方位 

「令和４年度五黄土星年を活きる各星への一言」 

一白水星・・・『本厄の年』を自覚し、石橋を叩いて渡る

慎重さが必要な年である。新規事業は始めず、従来の

仕事をコツコツやること。外より内の充実に努めると良

い。 

二黒土星・・・後厄を自覚し、忍耐力、継続力を持って

地道にかつ、慎重に来年のための準備をすると良い。 

（後半：8月24日以降は上昇気流） 

三碧木星・・・心機一転、積極的に行動できる開運の

年。今後四年間の幸運期のスタートの年で、行動する

ことが吉となる。争いごとの暗示もあるからその点には

気をつけること。 

四緑木星・・・昨年に続き、運気好調な年「信用、遠方、

交流、調整、整う、喜び」等の象意を持つ。積極的に行

動することが良い。 

五黄土星・・・俗に言う「八方塞がり」の年で、過去九年

間の行動の吉凶が出る年となる。反省すべき点を心得

て、次の九年間の人生設計・生活設計を立てる年。 

六白金星・・・運気充実して、最強運の年。力量を発揮

し積極的に行動できる年だが、強引は禁物で、独断専



行は慎むこと。急に風向きが変わることがあるので、そ

の点には注意。 

七赤金星・・・喜びと不安の両面を兼ね備えた年であ

る。運気も後半より衰運に向かうので舌禍に注意し、

慎重かつ迅速に対処すること。 

八白土星・・・艮宮に入り、変化変動の生じやすい不安

定な年。変化が起こるときは急激に起こるが、落ち着

いて惑わされず、現状維持に努めるのが良い。 

九紫火星・・・前厄になるので慎重かつ敏速に対処する

こと。忙しい年回りであり、先手必勝のチャンスを逃が

さないように対処せよ。後半（8月 24日以降）からは運

が下降する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山奨学生 朱 夫誠さん個展のお知らせ 

 

 
4月 9 日（土）～4 月 23日（土）銀座 ギャラリー椿にて 

中央区京橋 3-3-10 第一下村ビル 1F 12：00～18：00 

 

2580地区行事予定 

4月１５日（金）在京・地区研修協議会 

会場：ホテル椿山荘東京 13：30～18：40 

４月１８日（月）DL研修 東武レバント東京 

４月１９日（火）米山カウンセラーオリエンテーション

及び米山奨学生期間始業式 ホテルニューオータ

ニ 15：00～17：35 

４月２０日（水）ロータリー平和フェロー第 21期カウ

ンセラーオリエンテーション学士会館 14：30～ 

４月２３日（土）２４日（日）PHS（ポールハリスソサエ

ティ）認証式 札幌 

４月２５日（月）第 2回 DL資格習得セミナー  東

武レバント東京 ９：３０～１６：４０ 

５月 10日（火）「女性の活躍とロータリーの未来」 

明治記念館 15：00～17：00  WEBあり 

５月９日（月）～１１日（水）３日間ロータリー財団大

口寄付/恒久基金入門セミナー  ZOOM 

５月３１日（火）２５８０地区大会 

会長・幹事会 9：15～10：45 

新入会員昼食会 11：00～12：37 

本会議 13：00～18：05本会議後の懇親会なし 

会長幹事晩餐会 １８：３０～20：30 

 

本日の例会 ４月１１日（月） 

卓話「小笠原ヨットクルージング体験記」 

大野利美知 会員 

（紹介者 園部経夫会員） 

次回の例会 ４月１５日（金） 

第３６回奏楽堂コンサート『邦楽への誘い』 

１４：００開会１５：００開演 

終了後１８：００より上野精養軒で 

例会・懇親会 

 



卓話者井上慶亮氏 

 
山本会長・井上慶亮氏・山下副会長 

 

井上慶亮氏と山下副会長ご夫妻 

 

例会場風景 

 

常盤会員より「秀舞会」のご案内 

花柳基日本舞踊稽古所では２年に一度常盤会員の

お母様花柳秀さんの名前を冠した秀舞会を国立劇

場で開催していましたが、来年で国立劇場が建て替

えのため閉鎖されることになり、既存の建物での最

後の秀舞会を大会場にて開催することになりまし

た。 

■日時 ：2022年4月16日（土）  

■会場 ：国立劇場 大会場  

千代田区隼町４−１ 

 

東京上野ローターアクトクラブ4月第一例会 

～音楽の春シリーズ～ 

「日本の音と舞〜日本舞踊鑑賞例会〜」のご案内 

本例会では「音楽の春シリーズ第２弾」として、国立劇

場で行われる花柳流が主催する日本舞踊「秀舞会」を

鑑賞いたします。当クラブの新入会員・園部真理は、当

日の公演に日本舞踊の代表的な演目『鏡獅子』に出演

する予定です。日本舞踊は、日本伝統芸能の一つであ

り、日本文化を集大成とした総合舞台芸術です。普段

にあまり触れる機会が少ない日本舞踊の舞台鑑賞を

通して、日本文化の魅力を改めて感じていただく機会

となりましたら幸いです。 

ご多用のところ恐縮ではございますが、皆様のご参加

を心よりお待ちしております。 

【日時】 2022年4月16日(土) 16:00〜19:00 (16:00集合、

自由解散) 

【開催場所】 国立劇場・大劇場 16:00に国立劇場の入

口付近に集合します。【登録料】 無料 

【登録期限】 必要事項（所属クラブ名、役職、氏名、ふ

りがな）をご記載の上、下記登録連絡先にご連絡下さ

い。 

※東京上野RC会員で観劇希望の方は、クラブ事務局

にご連絡下さい。【登録連絡先】 東京上野RAC 幹事 

奥島菜穂(tokyo.uenorac2580@gmail.com) 

【備考】 ・チケットの枚数上限がございますので、上限

に達し次第登録を締め切らせていただきます。お早め

にご登録をお願いいたします。 

・「秀舞会」は11時から開演です。例会集合時間の前か

ら観劇希望の方は、その旨を含めてご連絡下さい。 

・当日会場にお越しの方は、マスク着用のご着用をお

願いいたします。 


