
■委員会報告及び会員報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４２８回９月１９日（水）
ユンタク会（テーマ：会員増強について）

⇩ （変更）
卓話：白間弘造地区委員
演題：ロータリー希望の風奨学金支援について

■例会プログラム ■幹事報告 ◆第２４２９回９月２６日（水））
：柏田 吉美 ■大城幹事 夜間例会（観月会）点鐘：19：00
：東江会長 場所：ラグナガーデンホテルプールサド

：池田 彩織 ◆第２４３０回１０月３日（水）　理事会
：君が代・四つのテスト 卓話：照屋隆氏（宜野湾警察署長）
：許田 英子 演題：未定

：岡江 保彦 ◆第２４３１回１０月１０日（水）
：東江 繁子 卓話：比留間孝司氏（地区米山奨学委員長）

：大城 英明 同行者：大浜勇人氏（地区米山奨学副委員長）
：岡江 保彦、柏田 吉美 演題：米山奨学月間にちなんで

：比嘉虹水会員 【理事会報告】 ◆１０月１７日振替休会
：伊禮 文雄 ①2017-18決算書（案）承認について （10/16沖縄分区ＩＭに振替）
：伊禮 文雄 ②2018-19年度予算書（案）承認について ◆第２４３２回１０月２４日（水）
：東江会長 ③愛隣園福祉バザーへの協力支援について 沖縄分区ＩＭ報告

■ゲスト・ビジター紹介　池田彩織会員 ■報告 ◆１０月３１日休会
定款第８条１節Ｃ項適用

⑤観月会招待ゲストについて ■地区・他クラブよりお知らせ
【幹事報告】 ＜例会変更のお知らせ＞
①沖縄分区ＩＭ登録のご案内 ・石垣ロータリークラブ
【回　覧】 日付：9月19日（水）１２：30～13：30
①基本的教育と識字率向上月間リソースのご案内 場所：うえざと木工
⓶ロータリー財団委員会監査報告書のご案内 ビジター費：2,000円　【移動例会】
③ロータリー文庫決算報告書のご案内 日付：9月26日（水）１8：30～20：30

★ゲスト ④コーディネーターニュース9月号のご案内 場所：アートホテル石垣
・宮城吉昭様（東江会長紹介） ⑤バギオだより9月号のご案内 ビジター費：未定　　　　【夜間例会】
・御園小百合様（東江会長紹介） ・コザロータリークラブ
・萩野けい子様（東江会長紹介 日付：9月27日（木）点鐘：19：00
・平良峰子様（東江会長紹介 場所：本願寺派　城徳寺
・又吉宏美様（東江会長紹介） ビジター費：3,000円　【夜間例会＆観月会】
・平良正子様（東江会長紹介） ・那覇北ロータリークラブ
■会長挨拶 日付：9月27日（木）19：00～21：00

■東江会長 場所：PYLAMID（平良竜太会員店）
日時：2018年10月16日（火） ビジター費：4,000円【夜間例会（観月会）】
　　　登録開始 13：30～ ＜例会休会のお知らせ＞
　　　本 会 議 14：00～18：10 ・浦添ロータリークラブ
　　　懇 親 会 18：40～20：00 日付：9月28日（金）
場所：パシフィックホテル沖縄2階 　　　定款第8条第1節Ｃ項適用
　　　　　　　　　　　「万座の間」 ＜例会振替のお知らせ＞

・コザロータリークラブ
日付：10月18日（木）➡10月16日（火）
場所：パシフィックホテル沖縄

日時：2018年10月16日（火） ※沖縄分区ＩＭへ振替
　　　会議 10：30～12：30
　　　昼食 12：30～13：30
会場：パシフィックホテル沖縄
　　　クラブ奉仕　2Ｆ カネオ
※クラブ奉仕は会長と委員長の2名出席
　　　社会奉仕　　2Ｆ マカハ
　　　職業奉仕　　2Ｆ ワイパフ
　　　国際奉仕　　2Ｆ ワイケレ 日時：9月20日（木）ＰＭ7：00
　　　青少年奉仕　2Ｆ ワイピオ 場所：あしびJIMA（899-2978）

飲食会費：3,000円食のみ2,000円
8/9地区研修協議会参加（東江会長）
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改めましてこんにちは。先週、沖縄全島エイ
サー大会で沖縄市は大変賑わっていましたが、
祭りの後はすーと冷たい感じがし又、庭の桜の
木もオレンジ色の葉っぱが見えて何となく秋に
向かっている気配を感じました。とは言えこの
異常気象の中残暑はまだまだ続きますので一人
一人健康管理を大事にして頂きたいと思いま
す。さて、今日は10年来のお友達の比嘉虹水先
生の卓話があります。嬉しい時、悲しい時、つ
らい時いつも虹水先生にアドバイスを受けてい
る一人です。私の今年の運勢は10月から良くな
るという事ですので今日はしっかりと聞いて楽
しみたいと思います。皆さんどうぞよろしくお
願い致します。
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¥45,000 ¥15,646
第2426回 ¥3,000 ¥1,350
累 計

例会日

④新本ガバナーエレクト並びに地区委員への活
動協力金について

■入会18ヶ月！
誕生祝いのお礼を申し上げます。
比嘉虹水先生の卓話大変勉強になりました。
ありがとうございました。（岡江 保彦）

＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜　～　言行はこれに照らしてから　～

ロータリーの友月間

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか

2,425 2,426

　＊＊＊　第２４２６回　　（２０1８年９月５日）　　例会報告　＊＊＊
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■ニコニコの趣旨

前 回 累 計

山城源治会員
の現況報告と
お見舞金につ
い て 呼 び か
け。

愛隣園福祉バ
ザーへの協力
支援について
呼びかけ。

64.52%

出席免除者欠席

¥48,000 ¥16,996

■虹水先生のご講話、非常に楽しく拝聴するこ
とが出来ました。ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

《9月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》

2018/8/22 2018/9/5

■易学、占い❓

虹水先生、楽しいお話し有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　（宮城 富夫）

2018-19年度 沖縄分区ＩＭのご案内

沖縄分区五大奉仕委員長会議のご案内

写真右から　東江会長、アラルコン朝子会員
柏田吉美会員、比嘉虹水会員、岡江保彦会員、
吉田明正会員、池田彩織会員、富田真理子会員

岡江社会奉仕委員長

柏田パスト会長

９月誕生月おめでとうございます(^^♪



例会場： ラグナガーデンホテル　TEL: 098-897-2121 2018-19年度

例会日： 毎週水曜日　12:30～13:30 会長： 東江 繁子

事務所： 宜野湾市大山 2-9-25-2F 幹事： 大城 英明

TEL： 098-898-9000 会報委員長： 我謝 八重子

FAX： 098-898-0003

E-mail： info@ginowan-rc.org

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村
創立：1966年1月10日

国際ロータリー 第2580地区 宜野湾ロータリークラブ
Rotary Intenational District 2580 Rotary Club of Ginowan

職業宣言　1．自分の職業に誇りを持つことから、職業奉仕は始まる。

こんにちは。今から22年前に宜野湾ロータリーに入会しました。当時
の会長は柏田さんだったと記憶しております。今度で2回目の入会で
すがあれから年を重ねまして、22年前の私はもう少し痩せていて可愛
いかったと思いますが、、(^^♪私は東洋易学会沖縄本部に所属してお
り、日々皆様方に仕事を通してご縁を賜っている比嘉虹水でございま
す。本日は30分程度で皆さんが一番興味のある十二支の性格について
お話ししたいと思います。十二支は何故子（ね）から始まったかとい
うと、今から中国4500年前、当時の易学者達が動物をいっぱい集め
まして物を教えていたところ動物達が一斉に言った言葉が（ね）とい
う言葉だったらしいです、それが十二支の始まりなのです。

子（ね）の人の性格は、頭が良くて、お金が好きで秘密主義。子の守護本尊は千手観音菩薩（せんじゅかんおんぼ

さつ）です。人々を守り、世の為、人の為に尽くすお役目を持っています。丑（うし）の人は歩くのもゆっくり

ゆっくりで地道にコツコツ堅実な生き方をする。そして情熱の星を持っています。寅（とら）の人は、博学多才、
大変学問を重んじて頭の良い人。徳を積む事によって成功するというのが寅年です。丑、寅の守護本尊は虚空蔵菩薩
（こくうぞうぼさつ）で家庭を円満にする神様です。沖縄の33回忌（ウワイジューコー）の祭事の際は丑、寅の神

様、虚空蔵菩薩のお役目だそうです。卯（う）の方はとても愛嬌があり伸び伸びとしている物を持っています。自

分のことが一番好きで、いざとなったら人はどうあれ我が身が一番というのが卯年です。次の辰（たつ）年の人
は、どちらかと言うと感性は持っています。感が鋭くて、プライドが高くて負けず嫌い、物ははっきりしないと気が
済まないというのが辰年です。三碧の辰、六白の辰、キュウシの辰は一番プライドが高く、理想が高い人で感受性も
鋭くて天の星を持っているのが15年生の辰、51年生の辰です。人を上から見下したというか天の星を持っているか

らプライドが高いのです。この十二支の中で一番幸運な星、ラッキーな星は巳（み）年の方です。だから巳年の人
とお友達していた方がいいですよ。お金に困らないですよ。昭和16年の巳年は強いんです。簡単に人に言われる人
ではありません。王様の役目なので大変強いんです。28年生の巳年の方は、とても心優しくて、気が利いて、地道
にコツコツまじめな人です。辰と巳年の守護本尊は普賢菩薩（ふげんぼさつ）です。人生の師と言いまして、人に物

を教える役目があり大変素晴らしいのですが、自分が嫌だと思ったら断ち切る位の強さを持っています。午（う
ま）の方は大変静かですが、知恵が働く、男も女も良く働きとても明るくてさっぱりしています。で、嫁に貰うなら

午年がいいと言われます。なぜですか？足、トッケーケーラシしてよく働くからです(^^） 羊（ひつじ）年の人は
この十二支の中で歴史上、主役であったそうです。偉大な人物は羊飼いといわれ神様に祭事するのも羊であったそう

です。十二支の中でも心優しく、処理能力もあって統率力もあって、素晴らしい物を持っています。申（さる）の
方は、集中力、実行力があり、人の上に立つ素晴らしいものを持っています。人の為世の為になる申年の人に敵はな
いと言われています。なぜかと言うと、申年に申年の人が病気の人のところに赤いパンツを持っていくと「病もさ

る」という言葉があって非常に縁起がいいそうです。酉（とり）年の方、時を知らせる一番星を持っていて、先見
の明があり大変頭が良いと言われています。自分に対して自信があり実行力もあって素晴らしいです。やはりどんな
所でも一等賞、このとりを取って輝くんだとよく動くそうです。沖縄の方言で「アガチン アガカラン トゥイ ヌ ア
ガチ」という言葉がありますが、こういう下から這って歩く鳥ではなく、羽のある鳳凰の鳥である。なので気位が高
いのです。だけど難しいですね好き嫌いがはっきりしているからバシッとする所がありますが、そこは人間長所短所
はどなたにもありますからね。酉の守護本尊は不動明王（ふどうみょうおう）で、人の悩みを解くというお役目を

持っており幸運の神様とよく言われます。戌（いぬ）年は明るくて、社交家で、お金に困らない律儀に全うするの

が戌年であります。そして愛情の星を持っています。最後の亥（いのしし）の人は、大変まっすぐで猛進型で素晴
らしい物を持っていますが、短気で人の言う事に聞く耳を持たない人が多いそうです。だからよく世間でいう七転八
起が、いのししは七転七転び、チャークルビという事があると言われています。でもボランティア星と言う大変良い
ものをもっております。守護本尊は阿弥陀如来（あみだにょらい）で慈悲の心をもちボランティア精神があると言う
性格です。今日お集まりの男性の方、自分はあの人とはどうも合わないと言う方は、自分の干支から数えて5番目の
人とは相性が合う人です。【子・丑・寅・卯・辰・巳・午・羊・申・酉・戌・亥】さて、少し人相学を「顔はその人
の苦労の証明書」「手はその人の身分証明書」「歩く姿はその人の生き様」「足の裏で先祖がわかる」これは大切な
事です。顔にはその人の思いが刻まれている。顔の相は目と口を見ると分かります。人は目で始まって口元で終わ
る。男も女も声を高らかにして笑った方がいいそうです。30年余のこの道、まだまだ極めている途中ですがやはり
やってきて良かったと思っています。色んな人に出会えて感謝しております。

(第2427、2428回）

2018年9月12日、9月19日号

　比嘉虹水会員卓話：十二支の性格について


