
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ゲスト・ビジター紹介  
ゲストスピーカー 

著述業・東京恵比寿 RC 井上象英様 
米山奨学生            チ ミン カンさん 
 
ニコニコボックス報告 
井上象英様 
 
 
西村会長 

難しい世の中に新しい仕事環境を求めら
れる昨今、今年の干支の意味を講演させ
て頂く機会に感謝申し上げます。 
井上象英先生、本日は卓話を楽しみにし
ております。 

海江田幹事 
 
張 会員 
土居会員 
 
傅 会員 

井上様、本日の卓話楽しみにしておりま
す。宜しくお願い申し上げます。 
先生の卓話を楽しみにしています。 
象英先生、本年も有難うございます。ボ
チボチ疫病も終わりにしたいですネ。 
旧正月おめでとうございます。 

大原会員 
髙山会員 

卓話楽しみにしています。 
井上象英先生のお話、楽しみにしています。 

渡辺会員 本日の井上象英様の卓話、楽しみにして
おります。 

山下会員 井上先生の卓話を楽しみにしておりま
す！！ニューノーマル時代の参考にした
いと思います。 

 計 29,000円 累計 488,146円 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
会長報告 西村美智子会長 
米山奨学生のカンさんに、２月分の奨学金をお渡し致
します。 
 
幹事報告 海江田健司幹事 
・理事役員会を開催致しました。 
・次週 9日は、オンライン例会で、12：30から開始致し

ます。詳細は後日ご案内致します。 
・ロータリー希望の風へのご協力ありがとうございまし
た。 

・ロータリー財団確定申告用寄付金領収書の到着が遅れ
ています。到着次第発送しますので、もう少しお待ち
ください。 

 
 
 
 
 
 
 
＊ 基本星（記号） 
現在、私たちが使用する年号は「令和」です。しかし、
運気や運勢などを知る為にはその年や月、そして日々
に配当されている和暦（干支暦）を知る必要がありま
す。 
古代中国「殷」の時代から使用されている暦は「自然
周期学」と称され、宇宙の有り様は神の領域でもあり
ましたが、孔子も孟子もその達人だったのです。 
これらの星が様々に組み合わされ、配置されることに
よって起きる自然のメカニズムが、数百年と経過する
ことにより一定の条件が調った時、発生する自然災害
を天災と言います。また、事件や社会情勢など、人間
の運気やバイオリズムにも深く関わりを持つと云う
ことが解明されております。 
そこで最も暦に必要な記号が「十干」と「十二支」と
「九星」であります。 
 
干 かん ―― １０種類（甲・乙・丙・丁・戊・己・
庚・辛・壬・癸） 
支 し ―― １２種類（子・丑・寅・卯・辰・巳・
午・未・申・酉・戌・亥） 
星 ほし―― ９種類（一白・二黒・三碧・四緑・五
黄・六白・七赤・八白・九紫） 
その組み合わせは大きく分別して「３６」，「６０」，
「１８０」通りになります。 
 
＊ 十干と五行の関係 
「五行」は地球自然界の構成要素で、木・火・土・金・
水の五つの気（星）を指し、 

出席報告                 
会員数 39名 ゲスト 2名 
出席数 
ZOOM 

20名 
3名 

ビジター 
 

0名 
 

欠席数 16名 合計 25名 
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2月23日（水） 
3月 2日（水） 
3月 9日（水）
3月16日（水） 

今後の卓話 
祝日休会 
休会 
かものはしプロジェクトの報告 
オープン例会 
「お風呂の歴史と入浴、温泉、健康の話」  
(株)バスクリーン取締役相談役 古賀和則様 

 

プログラム 
司会進行             中野 広行会員 
開会点鐘               西村美智子会長 
君が代・我らの生業（ピアノ演奏のみ）  
ゲスト・ビジター紹介        渡辺 和久会員 
誕生日祝い 
ニコニコボックス報告       中野 広行会員 
会長報告            西村美智子会長 
幹事報告            海江田健司幹事 
出席報告            中野 広行会員 
閉会点鐘                西村美智子会長  

 

本日の卓話    弁護士って儲かるの？ 
藤本 豊大会員 

干支学に見る寅年の傾向 

著述業・東京恵比寿 RC 井上 象英様  

 



水を万物の基礎としています。 
「十干」は太陽の作用で１０日に一巡する天の気。気
候や人の精神面に影響します。 
陽（○） 甲（木のえ） 丙（火のえ） 戊（土のえ） 
庚（金のえ） 壬（水のえ） 
陰（●） 乙（木のと） 丁（火のと） 己（土のと） 
辛（金のと） 癸（水のと） 
 
＊ 十二支と月 
丑  寅  卯  辰  巳  午  未  申  
酉  戌  亥  子 
１月  ２月  ３月  ４月  ５月  ６月  
７月  ８月  ９月  １０月  １１月 １２
月 
「十二支」は季節の１２ヶ月を表し一年の周期現象。
１２日に一巡する地の気です。 
農耕や経済面に影響を及ぼし、天干（幹）に対し地支
（枝）としての役割があります。 
 
「干支学」は、 
太陽の出没と深く関連し、万物の芽生えから成長、繁
栄、衰退、消滅までの活動、物事や自然の変化の実体
とそのプロセスを分類し説明したものであり、農耕社
会におけるリーダーの心得でもありました。その内容
は、自然の仕組みを背景に人生の在り方、暮らしの指
針を表わしています。そして、人間が自然と共に暮す
ための「人道の心」と「あらかじめ準備する」心得を、
干支学を通して説明しています。 
 
２０２２年（令和４年）  
壬寅：五黄土星（みずのえ・とら・ごおうどせい） 
壬（陽水）―― 十干の九番目。五行では水性（水の
兄）の陽気で方位は北。季節は冬。陰が極まって陽気
に転ずる時期にありますが「壬」はお腹に何かをはら
む「妊」と同義なので、次の春を待つ大地の中で万物
が養育されることを示します。 
とくに植物の芒が徐々に膨らんで充実し、成熟を始め
る様子を象っているため、その成長と繁茂は楽しみで
もあります。ただ、これ等の稔を収穫するまで、その
育てる者の責任が問われるので新しい仕事が多くな
ることを示唆しています。 
 また、象形は「Ｉ」の貌。これは繊維をまとめる糸
巻の軸を表します。 
昨年の辛から冬の到来を待って、これを冒すので殺傷
を伴い、自然のあらゆる物全てが一新する最終段階に
移っています。つまり、前年の辛の作用の痛みを春先
まで引きずることは覚悟しなければなりません。 
 
寅（陽木）――十二支の３番目。五行では木性の陽気
の星。方位は東東北（１５度）。季節は初春の２月（新
暦３月）頃。時間は午前３：００～５：００の夜明け
前。寅は「ウ冠」と「人」と「臼」の会意文字。つま
り屋敷の中で人が両手を合わせて慎み、共に約束をす
る精神的な絆の姿を現しています。大漢和では「物を
両手でしっかりと包み込みこれを神に捧げる行為」と
解説。その意味は行状を慎み身辺整理する時期と教え
ています。また寅の象意は「演」（えん）。万物が成
長し始めて地上に出ようとする意味でもあります。未
だ事を成しえぬ丑の次に陽気の発動を促す寅は、周囲
との信頼関係をカギとする古体文字なのです。 
 
五黄土星 ――太極の姿を基本としていて八方位に
は存在しない。干は「戊と己」ですが支はありません。
そして中央には宇宙根元の「太極」（陰陽合体の姿）
の貌を現す星が配置されます。季節は特定されず自然
循環そのものを象徴し、あえて示すならば、地勢であ

り万物を貯蔵する大地と言えます。その徳は剛健にし
て寛容の極み。しかし、地球大地の土気を象徴するの
で天地間に浮遊する腐敗と殺気作用も合わせて持っ
ています。つまり、自然界を形成する大地にとって無
用なものは、有形無形にかかわらず腐らせ、自然に返
す働きがあります。 
（五黄は二黒星と八白星の特長を合わせ持つ） 
 
＊１８０前の天保１３年は天保の改革が続き、歌舞音
曲の禁止令の反面、昌平黌を含め各地に藩校が続々と
開かれる。明治に入ると東京遷都と三府制や神祇官組
織が誕生。造幣局が設置され株式取引所も設立され近
代国家としての仕組みが整って行きます。しかし大久
保利道が暗殺され近衛兵の反乱や第一次世界大戦の
勃発など、多くの国難を経験する周期に在りました。
昭和に入っても上海事変や朝鮮戦争が始まる五黄の
寅年です。 
そして戦後の昭和３７年の壬寅年になり、丑年から始
まった日本の高度経済成長は他国から群を抜き、やが
てバブル時代に突入します。ただ、過去の歴史から考
察すると、教科書問題を含め将来を担う若者達への教
育方針が大きく変わった年と言えます。 
自然界では桜島の大爆発や三宅島の大噴火、三原山の
噴火と大火災の記録が伺えます。 
 
―― 寅年や五黄年の傾向 ―― 
万事が原点回帰の星盤になるので、整理清算を済ませ
て次の展開を待つサイクルに入ります。歪みは正され
る周期です。ねじ曲がったものは正す必要があり、戦
略的な利益を考えて各国が手を組み世界の安定を目
指すのではないでしょうか。 
そこで起こる経済効果、買収や投資のブームが襲来す
る暗示があります。組織の長は常に想定外を想定して
政治を行ない、経済を動かす必要があります。ＩＴ関
連の快進撃も止まらない。公共インフラの整備など内
需的な発展が期待できます。 
丑寅（鬼門）にある年は、ビジネスの基本構造が変わ
る時代という暗示が伺えます。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

福運宮  頂上宮   準備宮 

縁尋機妙  思慮分別  臨機応変 

気付き  情報収集  確認作業 

開運宮  静観宮   喜楽宮 

切磋琢磨  千思萬考  共存共栄 

有言実行  人間形成  社交力 

 

変化宮   困難宮  強運宮 

軌道修正  刻苦勉励  有言実行 

清算作業  裏方仕事  貢献活動 



 
 
 
 

 
ゲスト     秋篠くるみ会員ご友人 岡留 輝美様 
 
会長報告 西村 美智子会長 
今週の月曜日にメールにてご案内いたしましたが、次週
16日はクラブ年次総会です。議題は次年度理事役員候補
者の発表と今年度中間決算報告です。皆様、ご出席下さ
いますようお願い致します。 
 
幹事報告 海江田 健司幹事 
２月 19 日（土）神田川清掃のご案内を月曜日にメール
でご案内しておりますが、東京都の蔓延防止期間が延長
されましたら中止になります。 
地区関係行事：2月 10日 RLIパート 3に中野会員と土居
会員、山下会員が出席しま す。2月 11日、千代田区障
害者共助会の新年会に、西村会長と石渡会員が出席され
ます。 
 
ロータリーの友 2月号の紹介 神保 宏充会員 
8 頁の国際ロータリー日本青少年交換他地区合同気候研
修部門委員（市原 RC）の津留 起夫会員の「青少年交換、
その始まりの物語」をご紹介します。東京で RI 国際大
会が開かれた 1961 年、オーストラリアのドナルド・フ
ァーカー氏は会議で呼びかけました。ドナルド・ファー
カー氏は空軍の兵士で日本軍との戦いで目を不詳した
のが原因で光を失い全盲になりました。ドナルド・ファ
ーカー氏は、「私は日本について特別な感懐を持ってい
ます。かつて戦争で戦った日本はどのような国なのか、
どのような人々が暮らしているのかを知りたくて東京
に来ました。それは些細なことかもしれませんが、国際
親善の根本になるのは、このような些細な行動の積み重
ねだと思います。私は日本人を恨んではいません。戦争
は政府と政府の争いあって、お互い一人一人の間に憎し
みはないと思っています。」と話され、皆さんの共感を
得て青少年交換が始まりました。高校の時にロータリー
の青少年交換学生と初めて話をしました。青少年交換は、
ロータリーの大切な役割だと感じております。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
現在、名古屋で第０印象（実際に会
う前の印象）を好印象にするビジュ
アルブランディングを軸に集客・採
用に特化した写真・動画スタジオの
運営と講師やコンサルタントの仕事
をしています。 
 
私が物心ついた３歳の頃。 
誕生日にピンクのスカートが履けな
くて大泣きしたところから始まります。 
 
子どもの頃から、キレイで可愛いものが大好きでした。 
しかし、家族からは「かわいくない」が私への口癖でした。 
外でかわいいと声をかけられて伝えると 
「あなたは美人じゃないから、かわいいといわれているだ
け」と、家族と一緒に住んでいた 18 歳頃まで言われ続け
ていました。 
常に悲しい気持ちでいっぱいでした。 
 
大阪芸術大学入学を機に一人暮らしを始めます。 
芸能界を目指して活動し、大学卒業と同時にオーディショ
ンで吉本初のアイドルユニットとしてデビューしました。 
デビュー初日は記者会見が行われ、次の日には関西のテレ
ビや新聞に自分の写真が載っていました。 
 
当時、星野監督が阪神の監督をして優勝しましたが、 
スポーツ新聞の企画で阪神が勝ったら、阪神ファンのお店
で水着になるという企画をレギュラーで持っていて、トイ
レで着替えたり大変でした。 
 
一生懸命、頑張っていたアイドル活動でしたが、そんな中、
デビューして 1年目にアイドルユニットのメンバーが事件
を起こしたり、レースクイーンのチームが事件を起こした
りと…トラブルに巻き込まれました。 
 
最後にトラブルに巻き込まれた年、芸能活動 3年目、私は
26歳。 
30歳までは芸能活動したいと思っていましたが、同時にこ
の年、名古屋で SKEが発足し、アイドル活動は一旦あきら
めることにしました。 
 
そして、就職活動をはじめます。 
両親からは相変わらず公務員を勧められましたが、経験を
活かした仕事をしたいと考えていました。 
 
2006年当時、就職活動はリクナビが主流でしたが、当時流
行りだした mixi で仕事を探し応募して、話はとんとん拍
子に決まり、社長に夢を語り「将来、写真スタジオを経営
したい」と話をすると、なんと社長が即決し、面接から３
か月で会社をつくり社長になりました。 
 
2007年３月 
名古屋の中では一等地。 
栄のパルコと松坂屋の間の雑居ビルの中にオープンしま
した。 
 
しかし、看板を出せば捨てられて、都会の真ん中なのに携
帯の電波は届かず…。雨の日には、12階建ての２階に借り
ているのに 30センチほど雨漏りもしました。 
 

出席報告                 
会員数 39名 ゲスト 1名 
ZOOM 18名 ビジター 0名 

欠席数 21名 合計 19名 

第 1275 回 2022年 2月 9日（水）  

オンライン例会  

プログラム 
司会進行             牛島  聡会員 
開会の挨拶              西村美智子会長 
奉仕の理想（ピアノ演奏のみ）  
会長報告            西村美智子会長 
幹事報告            海江田健司幹事 
委員会報告           神保 宏充会員 
閉会の挨拶               西村美智子会長  

イニシエーション・スピーチ 
秋篠 くるみ会員 



オープンから３年、栄から現在の大津通り沿いのガラス
張りの路面店に移転します。 
毎月のように取材があり「予約の取れないスタジオ」と
して人気になりました。 
しかし、自分の中で物足りなさを感じ、自分ができるこ
とを模索する中で心理学やコーチングを学び「ライトワ
ーク」という言葉に出会います。 
 
・ライスワーク…食べていくための仕事 
・ライフワーク…自分が好きな仕事 
・ライトワーク…人を輝かせる仕事 
 
今まで自分自身「ライフワーク」を心がけ実践して、 
自分の好きなことを仕事にして、誰かのために役立てた
い。 
そんな気持ちで常に仕事に取り組んでいました。 
 
しかし、その上には「ライトワーク」があり、私の仕事
は心に光を灯し、輝かせることだと心に決めました。 
 
また、心理学を学ぶ中で、自分が自信が持てなかった原
因に気づきます。 
「マズローの欲求５段階説」です。 
 
マズローの欲求とは、 
人間の欲求を 5段階で構成されていることを示した説で、
一番下の生理的欲求から上に向かってクリアすること
で、最終的に自己実現に達するという理論です。 
 
アイドル時代に自信がなかったのは 
第３段階の社会的欲求である、愛と所属の欲求不足。 
しかし、ミルクを創業してからはスタッフやお客様に恵
まれ心が安定し、自信が持てるようになり周りに感謝が
生まれるようになりました。 
 
それ以降、笑顔で愛ある行動をすることを心がけていま
す。 
企業でいえば「社外活動」「奉仕活動」です。 
 
私の会社では、 
目に見えない難病支援「笑顔の花びら集めたい」の塚本
あかりさんの支援を数年前から行っています。 
彼女は１回に 15 分以上たつのが難しく、ほとんど横に
なっているとのことでした。 
 
Instagram の投稿からは全くそんなことは感じられず、
目を疑うほどでした。 
実際に会いに行き話をきくと、２日に１回、20本以上麻
酔の注射を受けています。 
目に見えない病気で、病気と気づかれず誤解されるとい
うお話を伺い衝撃を受けました。 
 
そこで、私たちは医者ではないけど、何かできることは
ないかと尋ねると 
「病気を知ってほしい」と、伝えられました。 
 
私たちの会社は、ビジュアルブランディングとして「ヘ
アメイク」「写真」「映像」を事業の柱としています。 
また、ビジュアルブランディングは、目に見えるものを
美しくするだけではなく、目に見えないものを見える化
して伝える技術としています。 
そのためには、その人の心に寄り添い、自分たちのでき
ることで知ってもらうことを考えました。 
 
毎年、色々な形で応援しているのですが、 

昨年まではヘアメイク・写真の撮影ブースを出展してい
ましたが、今年は専門学生と共にラッピングトラックを
全国に走らせることができました。 
 
私がロータリークラブに入会した理由は 
尊敬する経営者の牛島さんにお誘い頂いたこと。 
そして、ロータリークラブの理念に共感したことです。 
 
また、ロータリークラブの活動理念の中に 
「奉仕活動」 
職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて 
人々に奉仕し、高潔さを奨励し、世界理解、親善、平和を
推進することである 
とありました。 
 
まだまだ、入会したばかりですがクラブ活動に参加するこ
と、発信していくことでクラブ奉仕を実践していきたいと
思っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


