
・点　鐘　半田会長

・ソング　それでこそロータリー�

・卓　話　宮下令士様�

【会長報告】

　Ｘ’ｍａｓ例会には大勢のご出席を頂きお蔭

様で盛会に終了、感謝申し上げます。特に親睦

活動委員の皆様は何回も打ち合わせされたそ

うで有難うございました。会場後方のカラフ

ルな看板は（株）ピーアールの馬場会員が廉価

で制作して下さいました。

　昨日は「飯能市国際交流協会」理事会に出席

（飯能市役所）。飯能ＲＣは理事で、会長・大野

氏、副会長・市川（洋）会員。ブレア市との姉妹都

市提携はＳ５６年、１月５日で３０周年とのこと。

高校生交換も継続で、来年、飯能からは９名が

訪米。今回は記念行事等のため一般公募は無し。

同協会はＨ７年の創立で１５年経つそうです。

【幹事報告】

・１月のロータリーレート　１＄＝８４円

・韓国・東清州ＲＣへの年賀にご署名下さい。

◎例会変更のお知らせ�

◇狭山ＲＣ�

・１／１４（金） １／１８（火）狭山市３ＲＣ新春合同例会

　　　　　狭山市東武サロン １８時より�

【委員会報告】

◎社会奉仕委員会　　　　　　　　　大木君

　１２月は社奉委員会の月。Ｘ’ｍａｓ例会前にも

拘らず１２／１５「防犯キャンペーン」に大勢のご

出席。１２／１８駿大留学生が和食を習いたいと

の事で些少のご奉仕、大変歓迎されたそうです。

歳末たすけあいにもご寄付、感謝されました。

◎米山奨学委員会　　　　　　　　　萩野君

　１２／１２奨学生・学友のＸ’ｍａｓ例会が川越・東

武ホテルで４時間近く盛大に開催。当奨学会は、

日本にＲＣを導入された米山梅吉翁が、戦争中、

アジアの国々に非常に損害を与えたというこ

とで日本に来ている留学生に奨学金を与えた

のが始まり。現在地区に奨学生は２８人。月額

院生１４万、大学生１０万は、月１回の例会と本

部主催の行事への、年２５回位の義務出席だけ

で返済の義務は無し。２年目はクラブ負担に

なりますが幸いにして飯能は２年目を希望し

た人はおりません。本部が日本で、外国には無

い制度です。皆様のご負担は月額１，５００円、年

１万８，０００円を会費より、その他、特別寄付を

１０万円単位で頂いています。特別寄付は確

定申告で控除される特典があり、入会３年の

会員の方にお願いしています。是非ご協力を。

【出席報告】無断欠席はございません。

【Ｍ　　Ｕ】

１２／１８（ガバナー）木川君

【ＳＡＡ報告】

・宮下先生、遠路はるばる来飯頂き有難うご

　ざいます。　　　　　　　　　　　丸山君�

・先週のＸ’ｍａｓ家族会では大変有難うございました。お

　蔭様で盛況に終わることが出来ました。感謝申し上げ

　ます。　　　半田君、安藤君、和泉君、田辺君�

・結婚記念日、本人誕生日の御祝い有難うご

　ざいました。　　　　　　　　  中里（昌）君�

・早退。　　　　　　　　　柏木君、田辺君�

本日計１５，０００円、累計額８０４，６２２円。

◎５日例会当番は中里（忠）会員、大木会員です。

�
【卓　　話】

講師紹介　　　　　　　丸山プログラム委員

　Ｓ１２年、浅草生まれの浅草育ち。現在も雷門

から程遠からぬ所で江戸小物、根付や煙草入

れ等を専門に扱っておられます。“３つの顔”

の１つはその店主。１つはデータ重視の科学

的な占い「算命学」研究家。そして、日本の温泉

の研究。目標は１，０００か所で現在８３０程を踏破、

全国で講演されています。

「占い」で人生が決まるならそんな簡単な事

は無いと思っていたが、３５年程前に家を建

てた時、お袋から「柱の所の水を四方に撒いて、

残った水を飲め」と言われた。その後、ある客

から骨董品を見せてくれという話があり、私

は自分が良いと思うものを５点程出した。客

は「貰う」と言うので「どれですか」と言ったら

「全部」だと。値段も聞かないで。次の週からは

自宅に届けるようになり、それが毎週続いた。

仕事を尋ねると「占い」との事。有名な自動車

会社の社長のバイオリズムを見ていて、その

人から家も毎月の手当ても貰っている。興味

を持つなら教えてあげるよというので週１度、

１年間通いました。それから５年位研究しま

したが、まだ信じる事は出来なかった。ある時、

「そんなに信じないなら、あなたの知っている

人の名前を書け」と言われ、書きました。すると、

「この人は８月９日に白血病で死ぬよ」と言

うのです。２月の事でした。８月１０日の２時

にその方は亡くなりました。

　勉強の期間には、大きな八柱霊園で墓標の

俗名と亡くなった日とを照らし合わせて回っ

たりしました。そうしましたら、死ぬべき日に

死んでいるのです。

　算命学は足し算、引き算、割り算で計算しま

す。骨董屋を辞め、上野に事務所を借りて２０年

位、占い師をしていました。ある時、名刺に社

名が８つ書いてある人に「この３つは良い、２

つはまあまあ、あとの３つは全然駄目」と言い

ましたら、その人は「悪い事をした…」と。器楽

の学校の先生で、僕を試しに来たとの事。“駄目”

の３つは潰れた会社でした。易を見てもらい

たい人のＦＡＸを学校から送ってもらい、易を

やり、それを返送すれば良いので、この１０年位、

骨董屋を再開している次第です。

　僕の算命学というのは１から始まって限り

なく数字はあるのですが

簡単な例をご紹介します。

１から８１までで特に良

いのが２４。人が集まり

ます、お金が集まります

という数字です。「シルク

ロード」「銀座」「新宿」「所澤」

も２４画。湯島には名前を

付けさせてもらった飲み

屋が３８店舗ありますが、辞めた方は２軒だけ。

宝くじというのは、運勢・バイオリズムのすご

く強い日に買った人が当たるのです。“パワー

スポット”という言葉が流行りですが、３億円

を２度当てた住職の居る九州・南蔵院には、そ

れにあやかろうという人の観光バスがすごい。

　半田の「半」は５画。愛称の良いのは５の付

く人。そういう所で仕事をすると成功の率は

非常に高い。自分を求めている人ですから。

　丸山さんとは会う度、「何か美味しい物食べ

たかい？」が挨拶でした。たまたま友人と３人

で飲んでいて「“元気になる話”をしてもらった」

という話が出たのです。“元気になる話”そのも

のは無いが、終わった後で皆さんが少しは元

気が出たと言って下さるので、それなら“元気

になる話”なのかなと思い、題になりました。

　僕は２０年以上、医者にも掛からず薬も飲ん

でいない。ある日ポックリ逝くのが夢。２０年、

毎朝乾布摩擦をしています。重点を置いてい

るのは首筋。タオルで１００回マッサージ。わず

か１５分です。伏せて背筋を鍛えれば腰も痛く

ならない。食べ物は何を食べても構わないの

です。それだけ動けば良い。コレステロールが

高い、低いは「平均」から言っているのであって、

自分に合っていれば良いと僕は思いますね。

去年１０２才で無くなった友人とは１００才まで

一緒に旅行していました。食べ物は何でも食

べていた。気の持ち様です。ストレスが溜まら

ないような生活をする事。腰骨から指２本位

上を親指で押してみて下さい。ストレスのツ

ボです。体が非常に楽になります。

　健康運は名前にあります。８画の人は腰。い

つ痛くなるかはバイオリズム。印鑑は良い印

相を出して売っています。

　日本全国のパワースポット、四国八十八箇所、

坂東、秩父、西国と私は何度も歩いています。

昔は六十六部と言いましたが一番大変な一宮

巡拝の、今は２度目です。明治神宮の清正井が

話題ですが、パワーは自分で作り出さなきゃ

駄目。「また来るから、それまで元気で居させ

て下さい」と約束する。「これだけ頑張るから

お願いします」というのがお参りの方法です。

飯能ロータリークラブ会報

元 気 に な る 話

宮下令士様

第２４２１　例会
１月１２日（２、水）
当番　大附君、大河原君

曇

当 番 丸山君、中里（昌）君

地域を育み、大陸をつなぐ
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第２４２１　例会
１月１２日（２、水）
当番　大附君、大河原君

曇

当 番 丸山君、中里（昌）君

地域を育み、大陸をつなぐ

家 族 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

算命学研究家　浅草シルクロード店主

埼玉県議会議員

卓  話
和 田  浩様


