
第848回例会 通巻799号

平成27年３月１２日 2014-2015年度週報 Ｎｏ.24

２０１４－２０１５年度 第３３回目 例会

３月１２日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 直前会長 中 井 昭 宏

ロータリーソング 堺フェニックスRCの歌

ローターアクトの歌

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

米山記念奨学生 （最終） 康 恵 様

会長の時間 直前会長 中 井 昭 宏

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 堺フェニックスＲＡＣ活動報告

閉会点鐘 直前会長 中 井 昭 宏

次回例会ご案内

第３４回
３月１４日（土）

南大阪在宅医療看護
講演会

ホテルリバティ
プラザ 15：00～

第３５回
３月２６日（木）

堺フェニックスRC
１８周年記念例会

ホテル第一
18：30～

国際ロータリー第2640地区より
識字率向上運動協賛お願い

１．募 集
① 書損じ葉書 （年賀状の時季でございま
すので、年賀葉書の書き損じ等ございまし
たらお願い致します。）
② 未使用切手
（封筒,葉書に貼り付けられた状態でも可）
③ 未使用テレフォンカード
（1度でも使った物は不可）
④ 現金 日本円（お札、硬貨いずれも可）
※一括にて協賛いたしますので、クラブで
お取りまとめ頂き、ガバナー事務所にお送
りください。お振込み先等は後日連絡させ
て頂きます。

２．募 集 期 間
３月１日～３月３１日の予定

３．協 賛 先 日本ユネスコ協会連盟



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年2月26日（木）例会の記録（第846回）

3月はロータリー特別月間で識字率向上月間
となっています。識字率向上は1986年以来、
国際ロータリーの強調事項です。地域社会で
、読み書きを向上させるプロジェクトを支援
します。地域の識字水準が、その地域の生活
水準に直結する、という観点から、この月間
中に読み書き、計算のできない人たちを援助
するために、ロータリー地域社会共同体、ロ
ーターアクトクラブ､インターアクトクラブ
、世界社会奉仕、ロータリーボランティア、
その他の既存プログラムを通して、識字率向
上に取り組んでいます。今回、国際ロータリ
ーは、世界的な識字推進団体・国際読書協会
と協力し合い、世界的な識字推進を目指す社
会奉仕プロジェクトを、開発中です。

ユネスコ（国連教育科学文化機関）によると
、世界で9億人以上の人々は読み書きができ
ません。その3分の2は女性です。成人、そし
て子どもに向けて､読書のプログラムを企画
することや学校に本を寄贈すること、そして
地元の図書館を援助することが要請されてい
ます。
特別月間の意識も大切ですし、3月は福井フ
ェニックスRCとの合同例会に始まり移動例会
や奉仕活動、地区行事が多い月です。
皆様体調にお気をつけ頂き活動頂けますよう
、よろしくお願いします。

クラブ例会変更ご案内
平成２７年３月５日例会は

⇒平成２７年３月１日
国際ロータリー第2650地区
福井フェニックスロータリークラブとの
合同例会となっております。
バス出発は8：30です。１０分前までに
堺フェニックスRC事務所前に集合ください

近隣クラブ例会変更ご案内
堺北ロータリークラブ
平成２７年３月１３日(金)例会は

同日18：30～「出羽海部屋」ちゃんこ会
へ変更 於：祥雲寺

平成２７年３月２７日(金)例会は
３月２８日（土）～２９日（日）
春の親睦家族会へ変更
行先 高知方面

堺清陵ロータリークラブ
平成２７年３月５日の例会は

⇒同日同時刻 ホテル第一堺 B1「酬星帆」
平成２７年３月２６日の例会は

⇒平成２７年３月２９日㈰１０時～１６時
献血奉仕活動 イオンモール堺北花田

平成２７年４月１６日の例会は
⇒平成２７年４月１９日㈰春季親睦家族会

嵐山方面「花のいえ」

堺フラワーロータリークラブ
平成２７年３月１４日（土）の例会は

３月８日（日）９：３０～
「内川・土居川美化活動」
移動例会と致します。於：ザビエル公園前

平成２７年３月２１日（土）の例会は
３月１７日（火）６:３０～
「互輪会」に移動例会と致します。
於：天野山カントリークラブ

ロータリーレート３月 １１８円です。

お客様紹介
開運コーディネーター 青木陽子様
初芝立命館高等学校ＩＡＣ顧問 坂谷牧美様



私は「占いに頼らない生き方」をコンセプトに、全国で

「暮らしに役立つ開運法」を伝えています。運勢とは、

自分で変えて切り開くもの、そこで今日は

「開運５つのポイント」をお話させていただきます。

１）運気のサイクル

私達には、個人個人、みな違う運気のサイクルが

あります。占いが嫌いな方も一度、生年月日でみる

東洋占星術で、ご自身の運気のサイクルだけは

聞かれておくと役に立つと思います。生年月日がいかに

重要かは、私自身１３年間生年月日で人を見て、私なりの統計学で、人はつくづく自然の中に

生かされていると確認しました（ただし、一番重要なのはその方の環境です）

アラスカ地方には、３ヶ月間だけ月が出ない地域があるのですが、そこに住む女性達には、そ

の間生理がありません。昔の人は「月のもの」と言いました。警察でも満月には事故発生率が

一番高いとデーターが出ているようですし、人間の生死も海の満ち引きに関係しています。

また、世の中にもサイクルがあります。アメリカの経済学者ラビ・バトラ氏は予言者としても

有名ですが、その中にアメリカ経済の６０年周期の話がでてきます。１９４１年に真珠湾攻撃

、その６０年後にはアメリカ同時多発テロ、と予言した人ですが、東洋思想でいう干支の６０

年周期を知ると、このような事も感じる事があります。皆さん良くご存じの甲子園は、甲（き

のえ）の子（ねずみ）の年にできましたが、６０年目にやっと甲子年が回ってきます。皆さん

が産まれた年も６０年たってはじめて同じ干支が回ってきます。還暦とは暦は還ると言う意味

です。

２）陰と陽のバランス

東洋思想は、陰陽五行説からきていますが、私達も「現実と精神世界」をバランスよく取り入

れる事が必要です。



日本人は古代から精神世界を大切にしてきた民族ですが、核社会になった今、神道からくる日

本の文化や行事などの意味も伝わらなくなってきました。例えば、お正月のしめ飾り、門松な

どは、神様をお迎えする為の目印です。暦の行事はするけれど、氏神様も知らない方が多いの

には驚きます。成功者には、この現実と精神世界のバランスがとれている方が多く、例えば松

下幸之助さんや稲盛和夫さんなど、著書の中に表れています。

３）エネルギーを知る。

私は、個人のエネルギーを点数で表し判断しますが、皆さんが判りやすい方法の一つとして、

まず寝付きが悪い、寝てもすぐ目が覚める、こういう方はエネルギーの不完全燃焼です（悩み

があって眠れない場合は別ですが）逆に、体調は良いがすぐに疲れる、疲れやすい、こういう

方は、エネルギーが大きくありません。見た目のパワーとは違って分かりにくいのですが、ご

自身のパワーを知ってうまく使っていくと楽になっていきます。鬱で診療内科にかかる方の多

くも、エネルギーが不完全燃焼しています。とくに困るのはエネルギーが大きいのに、運動嫌

いで、社交的でもない方。エネルギーが大きい方は、燃焼しないと心身ともに病みやすくなり

ます。また、小さいと思われる方は、ピンポイントで使っていく方法をとりいれましょう。

４）「気」のお話

開運には、「いい気」を取り入れる事が大切です。社会では、いい気の方達とお付き合いをす

る、家庭では、風水よりも一番はお掃除。とくに、玄関、トイレ、水まわりはポイントです。

家庭が安らがなければ、精神が乱れます。また、自然界からいい気を取り入れると、「気のエ

ネルギー」が上がります。左手のひらで太陽を受ける、自然の大樹や、神社の神木に左手を当

てるなど、などは、気のエネルギーアップです。

５）神仏

氏神様は、神社で言う受付、自宅、会社、お店などは、その地域の氏神様にお参りします。氏

神様がわからない時は、神社庁に住所を言って確認できます。お商売をされている方は、毎月

１日、１５日などに行かれるようですが、あまりこだわり過ぎず、感謝（報告、連絡、相談）

を伝えに、行ける時に行かれると良いと思います。

先祖の事も父方、母方、感謝を伝えられることが大切です。先祖代々がわからない方は、祖

父、祖母のお墓で「○○家のご先祖様に感謝の気持ちを伝えてください」とお参りされるとい

いでしょう。また、お墓参りができない時には、氏神様から同じ事を言ってお参りしてくださ

い。以上は、私が、とくに女性に伝えていることです。開運とは、自分のことのようですが、

周りの幸せに繋がっていきます。ありがとうございました。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １３ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 ９ 名

出席免除会員 ６ 名
（山田会員・片木会員
・石田会員・松本会員
・林 会員・吉住会員）

免除出席者 ０ 名

先々週修正出席率
2月7日 81.12％

本日の出席率
2月26日 59.09 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

会長 中井 崇嗣 会員
青木様本日は卓話楽しみにしております。よろし
くお願い致します。ＲＬＩにご参加の会員様お疲
れ様でした。３月からの本番もよろしくお願い致
します。

会長エレクト 仲峯 豊 会員
こんばんは、青木陽香様ようこそお越し下さいま
した。初芝立命館ＩＡＣ顧問坂谷牧美先生ありが
とうございます。よろしくお願い致します。

上好 まゆみ 会員
青木さんの開運の鍵楽しみにしています。ありが
とうございます。

京谷 知明 会員
初芝立命館インターアクト顧問坂谷牧美先生いつ
もインターアクトの方々のご指導ありがとうござ
います。青木陽香先生、本日は開運卓話楽しみに
しています。

中野 一郎 会員
青木様本日の卓話よろしくお願い致します。ＲＬ
Ｉ参加の会員様ありがとうございました。Ｐａｒ
ｔⅠもよろしくお願い致します。

ＳＡＡ 上田 俊夫 会員
青木様本日の卓話楽しみにしています。

小野 晃範 会員 体調不良の為

片岡富美子 会員 仕事の為

猿田 慎男 会員 仕事の為

中井 昭宏 会員 仕事の為

中田 聡 会員 仕事の為

仲峯 由美 会員 仕事の為

松田 香純 会員 仕事の為

米田眞理子 会員 仕事の為

掛水 義久 会員 仕事の為

小野 晃範 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

小山 武士 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

京谷 知明 会員 2/13 ﾛｰﾀﾘｰの友委員会

中井 昭宏 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

中井 崇嗣 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

仲峯 豊 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

2/21 第一回ライラ委員会

中野 一郎 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

松田 香純 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

村尾 利一 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー

米田眞理子 会員 2/22 ＲＬＩ研修セミナー



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年3月1日（日）例会の記録（第847回）



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １２ 名

出席計算会員 ２２ 名 欠席者 １０ 名

出席免除会員 ６ 名
（山田会員・片木会員
・石田会員・松本会員
・林 会員・吉住会員）

免除出席者 ０ 名

先々週修正出席率
2月12日 91.30 ％

本日の出席率
2月26日 85.71 ％

欠席報告

上田 俊夫 会員 仕事の為

小野 晃範 会員 仕事の為

片岡富美子 会員 仕事の為

金谷 昌信 会員 仕事の為

京谷 知明 会員 仕事の為

小山 武士 会員 仕事の為

中田 聡 会員 仕事の為

中野 一郎 会員 仕事の為

宮前美穂子 会員 仕事の為

難波 竜太郎会員 仕事の為

福井フェニックスＲＣとの合同例会
あいにくの雨でしたが、沢山の会員さんが参加して下さいました。下丞では福井フェニッ

クスロータリークラブの方々が３３名も参加して下さり部屋に入りきらず別のお部屋と二部
屋で例会となりました。

食文化館へ立ち寄る予定でしたが変更し、フィッシャーマンズワーフへ立ち寄り、集合写
真を撮りました。片道３時間の長旅お疲れ様でした。

本日のお客様 掛水千佳様 松田愛莉様


