
◆会長挨拶 中村昇会長

今日は会員の皆さんがより良い活動ができるようにということで、風水と交通事故防止

についてお話してみたいと思います。

日頃皆さん方は、車に乗るときに「事故を起こさないように、注意して安全運手に心掛

けよう」と言い聞かせていますか。恐らく安全運転を意識しながら運転をしている人は少

ないのではないかと思います。運転の途中にヒヤッとしたことで、こんなにスピード出した

ら危ないナー、ヤバイナーとこのヒヤットした時点で、注意心が芽生える程度ではないか

と思います。一昨年、ある所で「風水で有名なドクターコパ」という人の話を聴いたので

すが、同人は小林祥晃（さちあき）と言って、66 歳、建築家で実業家、神主、作家、中央

競馬会の馬主でもあり著書に風水がありまして、知っている人も多いと思いますが、参

考になったので紹介してみたいと思います。

ドクターコパさんは、金運がないから事故を起こすんだと言います。次のことを実践す

ると交通事故を未然に防げるとも言っておりましたので実践してみる価値があるのでは

ないでしょうか。

それは、出発前に真っ白なタオルでハンドルを拭いてから出かけると事故の運気を落

とすことから事故防止につながるというのです。

  また、車にも方位があるというのです。建築業をしております手前どもにとってみれば

新築の際に家屋の方位を見ながら建てるということはまま当たり前のことですが、車に方

位があるとは全く知りませんでした。

・フロントガラスは南方位を指し、ここを良く磨くと直感力が良くなるので運気が上がる。

・後部座席は、北方位を指し、左席に白く四角いクッションを置くといい。

・右ドアポケットは、西方位を指し、黄色い物を入れておくと金運が上がる。

・左ドアポケットは、東方位を指し、赤い物を入れておくと、やる気、運動神経、眠気防

止にいいそうです。

・後部右座席（トランクなら右奥）には丸い物を置く。例えば、ゴルフボールや野球ボー

ルなど、

・車内中央部分には、ラベンダー系の物で、塩 20 グラムを包んで入れておくと、車の

運気を上げ、いい仕事ができる。

・明るい色の車には、楽しく乗る、歌を歌う気分で乗ること。
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◆報告内容

10 月 11 日（金）ゲスト卓話

  米山奨学生 ラヒムトラ君

◆本日の例会

10 月 18 日（金）ガバナー公式訪問

・ クラブ協議会

・ ガバナー歓迎懇親会

◆次回例会

10 月 25 日（金）職業奉仕月間

   クラブフォーラム

11 月１日（金）コスモスフェスタに振替

11 月３日（日）コスモスフェスタに参加
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皆さんこんにちは １０月だという

のに例年になくまだ暑さがぶり返し

てきている感じがしますが体調如何

でしょうか。来週はガバナ公式訪問

で御座います。当クラブの活動状況

並びに今後の活動計画をガバナー

に説明し、ご講評いただく大切な機

会で御座いますので全会員の出席

をお願いいたします。



（

、

・車の床の汚れは運気を悪くするとともに無駄使いにも繋がる

ので、いつも綺麗にしておくとよい。

・企業で経理部門を置いているところは、北方位が良く、上司

は、北を背にして座った方が良い。本殿は北にある。南から北

方にお願いしているではないですか。

・北東方位は鬼門で、汚さないように綺麗にしておく、車も綺

麗にしておくとよい。

・会社からみても鬼門方向は綺麗にしておくとよい。

・車のガレージが汚い会社はダメだそうです。秘密がばれ易

い、よく秘密は地下駐車場でばれるとも言われますよね。

これらのことを念頭に入れながら家族をも含めて事故防止に留

意していきましょう。ちなみに全国交通事故死者数は年々減少

傾向にありますが、我がロータリークラブ会員の中から飲酒運

転や、スピード違反、無免許運転のような三大悪質違反といわ

れる違反の絶無を期していくことも社会に対する奉仕、協力と

いう範疇に入るのではないでしょうか。会員一人ひとりが事故防

止に心掛け、是非とも社会貢献の一翼を担って行こうではあり

ませんか。

◆ 幹事報告 小林悠紀 幹事（中村満 前幹事）

①鴨川ロータリークラブ 例会変更のお知らせ

  10/29(火) 夜間例会 鴨川ホテル三日月 18:30 点鐘

  11/12(火) 地区大会出席のため振替休会

②千倉ロータリークラブ 例会変更のお知らせ

  11/8(金) 夜間例会  魚拓荘鈴木屋 18:30 点鐘

  11/15(金) 地区大会出席のため振替休会

★ 来週 10/18(金)の例会はガバナー公式訪問です

◆ 委員会報告

◇ロータリー情報委員会 関一憲 委員長

会長から、安全運転のお話ありましたが、私からも情報を一つ。

教習所で学んだハンドルを10時10分で持つと、万が一事故で

エアバッグが出た時、自分自身で殺すことになりかねないこと

がアメリカの研究でわかりました。日本では、まだ発表されてい

ませんが、安全のためにハンドルは、８時４０分で持ちましょう。

クラブ会報委員会：週報についてのご意見、原稿・写真データをお寄せください。

Mail：hiroko-w@hitz-totalsystem.com  Fax：0470-99-9999  勝浦ロータリークラブＨＰ http://www.katsuura-rc.org

◇親睦活動委員会 山本太郎 委員長

◆ ニコニコＢＯＸ

◇親睦活動委員会 山本太郎 委員長

◇本人誕生日 神村彰男 君

な気さえするのですが、やはり嬉しいことだなと思いますので

今日は素直に言いたいと思います。『ありがとうございました』

◇自主申告 高梨薫敏 君

とになりました。北は室蘭、八戸から、南は宮崎、高松まで。

私たちの学年は 150 名おりまして、すでに 25 名が鬼籍に入り

ましたが、１割いた女子は一人も欠けていません。さすが女子

は強いですね。とにかく明日～明後日が良い天気で、勝浦の

素晴らしい景色を見て欲しいなと期待しています。

10 月 28 日（月）午後 6
時～9 時の予定で、オリ

エンテーションを開催し

ます。入会 5 年未満の方

を対象としていますが、

ベテラン会員の皆様の多

数参加を期待しています

12 月 25 日（水）クリ

スマス例会を行いま

す。詳細はまた、あら

ためてご案内します。

親睦旅行についても進

めていきますので、宜

しくお願い致します。

1947年生まれですか

ら正しく団塊の世代

で、芋の子を洗うよ

うに育ちました。で

すから、誕生日とか

絶えて久しく、ちょ

っと気恥ずかしい様

『朋有り、遠方より来

る、亦悦しからずや』

という漢詩があったか

と。明日、大学の同窓

会を勝浦で開催するこ

とにしたところ、30数

名が集まってくれるこ



医学を学べる先進国であると聞き、ますます日本に留学し

たいと思うようになりました。ウィグルには、日本に留学した

いと考える人々がたくさんいます。このような理由から、私

は留学先を日本にしようと決めました。

では、ウィグルの紹介です。

ウィグルはアジアの真ん中に位置します。広さは、日本の

４．５倍あります。面積の１／４が砂漠、天然ガスと石油が

非常に多くて、中国の埋蔵量の２８％～３３％を占めます。

民族のほとんどがイスラム教徒です。最大都市、首都のウ

ルムチは、人口約２００万人、世界中で最も海から遠い町

と呼ばれています。気候は、とても乾燥していて雨が少な

く、冬は大変寒く、マイナス３０度にもなります。訪れるのに

一番良い季節は、９月です。どうぞいらしてください“

ラヒムトラ君は、ウィグル地区の壮大な景色の写真と一緒

に故郷ウィグルの紹介をしてくれました。

大学では肝癌の研究、肝癌に関わる遺伝子の研究をされ

ているそうです。今後も私たちはラヒムトラ君の研究と活躍

を応援していきたいと思いますので、がんばってください。

◆ゲスト 大矢惣一郎 パストガバナー

素晴らしいと思いました。そして、日本が素晴らしく、技術

も世界でトップレベルだという説明に、大変感動いたしまし

た。今日、出席させていただき、本当に良かったと思いま

した。どうもありがとうございました。

◆出席報告 手塚明宏 出席委員長（１０／１１）

     ◆卓話者紹介 古川範男 君

私は来年あたり、ぜひともウィグルに行ってみたいと考えて

います。みなさんも、ぜひこの機会に、新彊ウィグル地区の

ことを知ってください。

◆卓話：米山奨学生 ラヒムトラ君

ラヒムトラ君は、奥様とお子さんと一緒に千葉市に住み、千

葉大学大学院で医学を学んでいます。本日は、①自己紹介

②ウィグル地区 ③研究 の３つのテーマについての卓話を

いただきました。

“高校まではウィグル語で教育を受けていました。高校を卒

業してから、中国の民族大学に入学して、２年間、中国語と

英語を学びました。その後、長安医学大学で学び、卒業し

てからウィグルに戻りました。そして、ウィグル自治区では最

大のウィグル医学総合病院の整形外科に勤務しました。

２００９年に、来日して、それから千葉大学の大学院で分子

病態解析学を勉強しています。

ウィグルの医学は、中国の漢方や西洋医学とも違う、２５００

年の歴史と伝統を持つ医学ですが、科学的な研究には、ま

だまだ乏しいところもあるので、留学し学んで、ウィグルの医

学を発展させたいと思いました。それには世界でも最も研究

が進んでいる、最新の技術を持つ日本に留学したいと考え

ました。そして、日本には世界でもトップレベルの大学がたく

さんあります。東大とか京都大学とか。そして、世界が認める

先進的な医学システムがあります。誰もが教育を受けられる

環境もあります。安全な生活をおくることもできます。

また、先に日本に留学した人から、日本はトップレベルの

会員数 ３７名

出 席 数 ２ ５ 名

ＭＵ数 ９名  

欠 席 数 ３ 名  

出席率 91.89％

米山のカウンセラーと

して、生きがいを感じ

ています。今日も、ラ

ヒムトラ君のお話に期

待して、ワクワクして

います。

米山奨学生として、

新彊ウィグル地区から

日本を訪れ、千葉大学

大学院医学研究院で、

分子病態解析学を

研究するラヒムトラ君

本日はＭＵで伺っ

たのですが、ただい

ま卓話の、ラヒムトラ

君のように、自分の

国のために頑張ろう

というのは、本当に


