
東京丸の内ロータリークラブ 
2022 年２月２日 第 93 回 例会プログラム 

     
 Now・・・let’s act! 

「さあ、行動しよう！」 
 

2021-22 年度 クラブ会長  

Club President 

古山真紀子 Koyama Makiko 
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第 93回 例会議事録 

 
【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行   光行   順子       会員 

2．開会点鐘   古山 真紀子     会長 

3．四つのテスト          光行 順子          会員 

4．ゲスト紹介                      尾崎 由比子      会員 

CREATEUR クレアチュール                  

インテリアコーディネーター  永吉 真理子       様  

・尾崎会員が自宅のインテリアコーディネートを依頼し

たご縁       

5． ニコニコ報告    逸見 圭朗     会員 

・東京丸の内 RC 会長     古山 真紀子     会員             

高橋さん、本日はよろしくお願いします。 

・同                  逸見 圭朗    会員                  

Good Deal できました。 

6． 会長挨拶             古山 真紀子    会長 

・コロナ感染拡大のため本日予定のオープン例会が通

常例会となった事は残念。一時間半から一時間に短

縮。 

・永吉 真理子様(ゲスト)に例会ご出席を感謝。 

・地区大会、3/3→5/31変更。出席を乞う。新入会員昼

食会、開催予定。 

・千代田６クラブ合同例会は通常例会扱いになる故、

出席を乞う。4/6詳細決定。 

・2/19、「新春 張さんと行く米山梅吉記念館＆うなぎの

会」実施を期待。2/12最終決定。 

・トンガ海底火山噴火、被災者支援に寄付決定。ニコ

ニコボックスより支出。 

・ニコニコボックスとは自由意志で行う善意の寄付金。

仲間に出来事を報告し気持ちを分かち合う。随時、

災害支援等に役立てる。 

・本日の卓話、気学の暦上 2月 4日（春節）から新年。

それ以前に今年の運勢を知ることが重要なので本日

実施。 

 

 

7． 報告   会長エレクト        吉田 秀樹      会員 

・来期、ロータリー財団地区補助金プロジェクトについて 

地域活動センターHIKARI（横浜）に決定。HIKARIは精

神疾患を患う社会人にリハビリ支援、就労支援、居場所支

援を実施。 

吉田会長エレクトが、店舗木工ディスプレィを依頼した仕

事上のご縁。HIKARI支援活動を主軸とし、他団体への支

援活動に展開することを期待。 

8．卓話    「開運：今年１年の運勢」 

alakai 九星気学カウンセラー       高橋 由珠     会員 

・九星気学とは古代中国より伝わる天体に基づく学問。正

式名称は「九星気学風水」。 

・「気」は生命エネルギー。宇宙エネルギーによって支配さ

れている。我々は常に宇宙エネルギーの影響を受けてい

る。 

・九星気学はエネルギー源である 5行〈木、火、土、金、

水〉と色、数を組み合わせる事により、人々の運勢を九種

に分類したもの。 

・2022年は大きな変化の年、破壊された物を再生する時。 

・2022年の干支が420年に1度の「壬寅」にあたる（陰陽5行

説から見た干支）。目に見えないものが変わってゆく予

感。 

・2022年は36年に1度の「五黄の寅」→8つの星を支配する

五黄と干支で最も強い運気をもつ寅が重なる。 

・「土」の時代が240年続き、本年「風」の時代に移る。 

・「土」の時代はトップダウン型。カリスマ性、パワー、リーダ

シップの時代。 

・「風」の時代は横並び型。皆で協力しサポートして生きる

時代。 

 



 

・今年の運勢 

〈一白水星〉北。備えの年。人生の充電期。冬。土の中で

しっかり根を張る。先が見えず不安な時もあるが、自己と向

き合い学び、自分らしく過ごす。柔軟な人が多い。大きな

動きしない方が良い。体の冷えに注意。無理しない。悩み

は吉に繋がる。来年、運気アップ。 

〈二黒土星〉南西。種まきの年。忙しくなる。受け入れ上

手。人を育てる事を得意とするが甘えるのは不得手。2023

年に芽が出るまで人・木・自己を育てる。愛情深く我慢強

い星。人に甘え、気を抜く事も必要。怒りが溜まると大噴

火。大地に出かけ、ゴルフでストレス発散。仕事の種をま

く。 

〈三碧木星〉東。飛躍の年。暗闇から明かりが灯る。非常に

忙しくなる。明るく元気に、前向きに行動するべし。依頼は

なんでも受け入れるが10のうち2は断る。音はするが、どこ

にいるかわからない。 

〈四緑木星〉南東。辰巳（方位）→運勢が強く大切な年。従

前3年の努力が開花。今年の成功で今後10年に変化あ

り。大きなチャレンジするべし、特に海外取引。信頼を落と

さぬよう、風のうわさに注意。 

〈五黄土星〉中央。従前の行動で今年の運勢が変わる年。

周りに支えられると運気が良い。相手が喜ぶ事をするべ

し。慢心になってはいけない。突っ走らない。 

〈六白金星〉北西。収穫の年、認められる年。大きなチャレ

ンジするべし。案件、決まる。収穫したものを分配すると運

気アップ。 

〈七赤金星〉西。実りの年。楽しい事からご縁が生まれるチ

ャーミングな年。どんどん外に出る。金融に強く、「投資」良

い。よく遊び、よく働く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈八白土星〉北東。変化・進歩・成長の年。生活環境・価値

観が変わる。自然と考え方が変化する。縁が止まる事もあ

り。家族と仲良くすると運気アップ。トラブルが起きたら、親

孝行、先祖供養(お墓参り)するべし。山登り良い。 

〈九紫火星〉南。輝きの年。キラキラ輝く目立つ年。華やか

な年。影にも注意。何かを手放す事を恐れず、後追いして

はならぬ。断捨離すると人間関係もすっきりする。おしゃれ

して目立つよう努める。 

・古山 真紀子会長より高橋 由珠会員へお礼品（ロー タ

ーリーペン）贈呈。 

9． 今後の予定   古山 真紀子     会長 

・高橋 由珠会員に感謝。 

・自己の星を知り、ビジネスや生活に運気を生かすことが

望ましい。 

【事務局からお知らせ 】        桑原 奈知子  

昨年、米山奨学会、ロータリー財団へ納めた寄付金の領

収書を各員へ郵送予定。確定申告、寄付金控除等に役

立ててください。 

 

 

10． 閉会点鐘   古山 真紀子  会長 

11． 写真撮影 

以上 

光行(作成) 

 

 

 創立日： 2017 年 7 月 24 日 

認証日： 2018 年 2 月 26 日 

認証式： 2018 年 5 月 28 日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知

子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12 時 00 分 - 13 時 00 分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1 明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19 の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 

2月 16日 

第 94回例会 

通常例会:文京学院大学 教授 

池袋 RC副会長 

小泉 博明 氏  「講談と私」 

3月 2日 

第 95回例会 

通常例会：元国際連合開発計画職員 

田中 美樹子 氏 

「イエメン内戦における人々」 

3月 16日 

第 96回例会 

通常例会：農研機構・生物系特定産

業技術研究支援センター 

乙武 充 氏 

「フードロス対策」 


