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 ゲ ス ト
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会長の時間

臼杵 確会長

今日の卓話は佐藤先輩のロータリー情報というこ

を買ってきてくれたのですが季節は秋、「商売人の

となので、会長の時間は少しくだけた内容にするこ

女房なら春に買ってくれ」と文句を言っておりまし

とにします。

たが、今日の資料を集めていると秋に買っても良い

みなさんは縁起やゲン担ぎをされていますか？

場合もあるそうで「最近どうも金運が無い、現在借

私自身はあまり縁起を担ぐタイプではなく、先日話

金がある」という人には風水的にも秋に買う方が良

をしたように実家の仏壇に手を合わせることで全て

いそうです。妻の心遣いに気が付きませんでした。

ヨシの性格です。ですがこの春に財布を買い替えた

2015年の特徴は金運が群れる年だそうで有名な風

ので、今日は春財布について話をします。
数年前にうちの奥さんが珍しくプレゼントに財布

事務局

水師の先生によると2015年も日本の国は、金運アッ
プ、景気が上がる年らしいです。

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

春財布購入は 大安 一粒万倍日 寅の日 巳の

◆天赦日と寅の日が重なる日：3月3日(火)・5月2日(土)

日 天赦日 新月 満月を狙うと良いと言われてい

つまり、この４日のうちのどれかに財布を使いは

て、一般的には旧暦で新年がはじまる立春が良いと

じめると、金運にめぐまれる、ということになりま

されています。

す、春財布というくらいですから３月３日がベスト

2015年の立春は２月４日ですので旧暦で春とされ
る12月20日から２月４日の立春前まで買っておいて、

となるでしょうか。
買ったお財布はすぐには使わず、お金をたくさん

使い初めは２月４日からとなります。しかし一般的

入れて、一週間くらい寝かせて、お金の記憶を刻み

には立春が最適とされる財布の使い初め日ですが、

つけるといいそうで色々な説がありますが、私が調

実は2015年の場合、さらに最適な日があるようです。

べたなかではこれが良いかと・・・

●財布の使い初めに最適なのは、天赦日

①新しいお財布を手にとって、お金が回っていくイ

天赦日とは、暦の上では最上の大吉日とされる日
で、暦には「天しや」と書かれることもあります。
天赦日とは、文字の通り「天が赦す日」百神が天に
昇り、天が万物の罪を（ゆるす）日とされています。
世の中のあらゆる物を育て、世界が平和に包まれる
日だとか。
2015年の天赦日は、•3月3日(火)・5月2日(土)・5月18
日(月)・7月17日(金)・9月29日(火)・12月14日(月)の
６回です。
●財布の使い始めに最適なのは、一粒万倍日
一粒万倍日とは、一粒の籾が万倍にも実る稲穂に
なるという吉日です。種まきやお店の開店や財布の
新調に吉とされる日です。天赦日とは違い毎月やっ
てきます。
●財布の使い初めに最適なのは、虎の日
寅の日とは、十二支の寅にあたる日のことです。

メージをしてください。
②お財布をあけて、10～20万円くらい揃えて顔が正
面に向くように入れてください。
③次にお種銭を入れてください（これが種となって
お金を呼ぶようにです）
④神社で売ってるお守りや縁起物を入れたりつけた
りしてください。
⑤そのお財布を黄色の布や白い布・または半紙につ
つんで下さい。
⑥そのお財布を胸に抱いて、再度この中の金額が常
にこのお財布に入っているようイメージして下さい。
⑦つつまれたお財布を神棚や北の方位の引き出し・
お仏壇などに置きましょう。
⑧そのお財布は10日間くらい一切触らないようにし
て寝かしてください。
⑨10日後、そのお財布を開いて中のお札を出して完

虎は黄色＝金色なことから、金運に縁がある吉日で、

了です。

金運招来日とも呼ばれるほどです。寅は千里を行っ

上級応用編として、寝かせるお財布に入れるお札

て千里を帰る」ことから、寅の日に財布を新調する

の1枚でもいいから、お金回りのいい人とお札を交

と「お金を使っても帰って来る」といわれています。

換して寝かすお金自体の運もあげるという技もある

十二支ありますから12日ごとにまわってきます。

です。

●2015年、開運日が重なる日は4日
こうなると天赦日、一粒万倍日、寅の日と３つが

信じる方もそうでない方も、みなさんの金運が上
がることを願います。

重なる日が最強の日となりますが、2015年は開運日
すべてが重なる日は残念なが
らありません。でも2つが重
なる日があります。
◆天赦日と一粒万倍日が重
なる日：7月17日(金)・9月
29日(火)

★

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信

委員会報告
◎青少年奉仕委員会

1）ロータリーの友 2015年3月号；配布

斉藤順一委員長

3月17日(火)の13:15から長洲中学校

2）3月ロータリーレートは、1ドル=118円

で【先輩に学ぶ】を実施します。それ

3）ロータリー文庫事務局より「ホームページリ

に当たり、本日例会終了後、青少年奉

ンクのお願い」

仕委員会を行ないますので宜しくお願いします。

２．例会変更
豊後高田RC：①3/10(火)は休会 ②3/17(火) 18:30
～「向日葵」に変更；創立記念例会の為
③3/31(火)18:30～「大きな樹」に変更；家族野

石部幸二委員長

臼杵 確会長：日曜日のRYLAでは、宮丸会員、
奥田会員、藤本会員おつかれ様でした。／佐藤

外例会の為
別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC
湯布院RC（詳細は別記）
３．週報受理

スマイルカード

中津RC、津久見RC

４．理事会報告
1）３月のプログラムについて；承認
6日 内部卓話 青少年奉仕 斉藤順一委員長
12日 内部卓話 卓話者未定
19日 内部卓話 辛島光司会員
26日 親睦花見例会 18:30～米沢観光園
2）クラブ定款細則の改正案について；承認
本報告にて各会員への書面による通知とし、3
月12日の例会にて会員の承認を得ることとする。
3）次年度のロータリー手帳購入について；承認
例年通り、クラブ予算（図書費）から会員数分
を購入する。
4）長洲中学校「先輩に学ぶ」授業について；承認
3月17日(火) 13:15～14:00 1年生対象 講師4名

ロータリー情報委員長の卓話を楽しみにしてい
ます。
佐々木正博幹事：私を推薦頂いた佐藤先生の卓話
を楽しみにしています。
佐藤憲三郎会員：久しぶりに卓話をさせていただ
きます。
末宗為十会員：佐藤会員、卓話よろしくお願いし
ます。
藤本博和会員：岩井実行委員長、先日は大変お世
話になりました。／佐藤先生今日はどんな卓話
を聞かせてくれるのか楽しみです。
石部幸二会員：佐藤会員の卓話を楽しみにしてい
ます。
河村正一会員：大分で会議の為、早退します。
和田久継会員：申し訳ありません、職業奉仕の為
早退します。

ニコニコ累計

３６５，０００円

の選任は青少年奉仕委員会に一任する。
５．お知らせ
1）次週例会(3/5)例会終了後、50周年実行委員
会を開催します。委員の方はご準備宜しくお

内部卓話
「ロータリー情報」

願いいたします。
2）次週例会終了後、次年度の役員･理事の方は
お残り下さい。（地区補助金利用について）
６．欠席連絡
(MU済 4名) 奥田和茂会員、川端克弥会員
幡手一義会員、藤林鋭司会員
７．本日の当番
竹田 豊会員、廣瀬辰彦会員

佐藤憲三郎委員長
本日はロータリー情報委員長
ということでロータリー情報に
ついて話をさせていただきます。
話の内容はロータリーの創始者
ポール・ハリス、国際ロータリ
ーの財務などです。

ポール・ハリスにどうしてロータリーという考

こうして少年期をウォリングフォードという自

えが芽生えたのかがずっと謎でした。今日はこの

然が豊かで、あたたかい人々の中で成長していく

謎の一端でも解き明かせればと思います。幸いに

のです。しかしながら、祖父をてこずらせる子供

して以前、当クラブに在籍していた方からいただ

であったみたいで学校を放校になったり退学にな

きました「THE FIRST ROTARIAN」（ポール・ハ

ったりしています。ある時期より勉学に熱中しプ

リス-偉大なる奉仕の先覚者-James P. Walsh）と

リンストン大学を卒業後、大理石会社に就職しま

いう本が手許にあり出典とさせていただきました。

すが、祖母から職業を選ぶなら弁護士の道を亡き

ポール・ハリスは1868年4月19日に米国ウイス

祖父が望んでいたことを聞きアイオワ大学法学部

コンシン州ラシーヌ(地図上①)というミシガン湖

に進み23歳で法律の学位を取得しております。す

岸の町で生まれております。父ジョージ・ハリス

ぐには弁護士として開業せずに５年間の放浪生活

は家系図にありますポール・ハリスの父方の祖父

をしております。この間、世界を見聞し実にいろ

ハワード・ハリスにドラッグストアを買い与えら

んな仕事を経験しております。新聞社のフリーの

れ薬剤師として働いていました。ところがこのひ

記者、劇団の俳優、カウボーイ、イギリスまでの

とは回転の早い頭脳から一攫千金の夢が次々と生

船での牛番などの経験の後28歳でシカゴに戻り、

まれるものだから想像力の赴くままに、ひたすら

オフィスを借りて弁護士を開業しております。そ

これに身をまかせてしまい、とうとうドラッグス

れからさらに９年の時を経てロータリークラブの

トアを手放す羽目になってしまいます。ついには

初会合が開かれております。

家族が一緒に暮らすことができない状況になり、

【彼は５年間の放浪時代に多くの場所や他の

ポールと２歳上の兄セシルは祖父の住むバーモン

｢世界の不思議を｣目にする恩恵に浴した。彼の若

ト州のウォーリングフォード(地図上②)に父とと

き日の夢はほとんど実現した。今彼の脳裏にはも

もに移り住むことになりました。このときプライ

うひとつの夢が芽生えていた。親切でしっかりし

ドの高かった母コーネリアは妹のメイとともにラ

た連帯感で結ばれたウォリングフォードの人々の

シーヌに残っています。

生活を魔法の杖に乗せてシカゴに移せたらどんな
にすばらしいことだろうと思いに耽った。村には
医者や弁護士や鍛冶屋や食料雑貨店の主人、金物
屋の主人や獣医などがいた。おのおのが自分の熟
練した技術と知識と経験で他のひとを助け村人の
ために貢献した。この緑のウォリングフォードの
丘の中腹でロータリーの構想がポール・ハリスの
頭に浮かんだことは疑いないのだが、そのハリス
すらも自分の瞑想がかくも深い意味を持っていた

アメリカ合衆国東部

ことは見通せなかったのである。】と結んでおり
ます。
【ハリスは後年、人間の尊厳を重んじ、かつ
人々に対する奉仕の新時代時を開いたユニークな

②
①

男同士の親睦という概念を生み出したが、彼の人
格を形成し、そうした資質をハリスに植えつけた
のは、ハリスの祖父母であった。その意味からも
ハワード・ハリスとパメラ・ハリスの名は決して
忘れてはならない。この二人こそロータリーの基

礎を築いた功労者なのである。】とも記されてお

さて、このような種々の収益金が適切に使用さ

り、ウォリングフォードの人々、５年間の放浪生

れているかという運営評価をする団体が米国には

活、祖父母がまさにロータリー発祥の原点であっ

いくつも存在しています。いずれの団体もロータ

たと結んでいます。

リーに対しては最高ランクの評価を与えておりま
す。つまり管理費などは最小限に抑えられ、ほと

国際ロータリーの財務
ロータリー年度が６月に終了すると、その年の

んどがプログラム実行費に充てられているという
ことです。

10月には国際ロータリーの監査を担当しているG

我々がロータリアンとして会費を納めること自

rant Thornton会計事務所による監査報告書(約40

体がすでに奉仕の活動をしているということであ

ページ)が公表されます。これをみますと我々の

ります。

人頭分担金、寄付などがどのようにプログラムに
生かされているかが細かく見て取れます。この報

以上つたない話でわかりにくかったと思います

告書をみて意外に思ったのは年次基金や恒久基金、

が、これでロータリー情報の卓話とさせていただ

ポリオプラス基金などを米国株や世界各国の債権、

きます。ありがとうございました。

ヘッジファンドなどに投資して結構な額の収益を
上げていることです。人頭分担金と共にロータリ
ーの大きな収入源になっております。

出席報告

山上明宣委員長
第2339回（2月26日）

会 員 総 数
（内出席免除）
出

席

数

33名
1名
28名

（ 内 事 前 MU）

4名

欠

席

数

4名

出

席

率

８７．５０％

事前MU
川端克弥会員、藤林鋭司会員 (ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ整備)
奥田和茂会員（RYLA）
幡手一義会員（宇佐八幡RC）
欠席者
岩井謙次会員、是永潤一会員、新開洋一会員
竹田 豊会員
※出席率の更正
◎2/12の出席率 93.75％→９６.８８％に更正
事後MU 宮本順二会員(大分RC)

閉会点鐘 発行 平成27年3月5日

