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 WELCOME   会⻑エレクト 白木 松敏 
深川 導運 様  司会業、手相鑑定士 
 
 会⻑あいさつ   会⻑ 武田 伸也 
皆さん、こんにちは。 
今日は、卓話に深川導
運先生をお招きしてい
ます。本来ならば本日
の例会規模ではなく、
大きなイベント、会合な
どに高額なギャラを用意
してお招きしなくてはいけないところ、深川先生と手島会
員のご縁で、無理を⾔ってお出で下さいました。 
また、日程が決まるまでに時間が短くインフォメーションする
時間がなく、出席者が少⼈数に留まってしまいました。 
深川先生には失礼なくらいな⼈数の中での卓話をお願い
することになりましたが、ここにいるメンバーは、先生の卓話
を楽しみにして出席しております。どうぞ宜しくお願い致し
ます。 
今日は卓話の時間を多めに用意したいので、私の挨拶
は手短にさせて頂きますが、1 点だけお話いたします。 
本日は、3 月 11 日。東日本大震災から 3 年目になりま
す。昨日、安倍総理が会⾒を開き、今後 1 年間は目に
⾒える形になるように復興・復旧事業を推進すると話して
おりましたが、現実はなかなか厳しいのではないかと思いま
す。 
5 ヵ月前の昨年 10 月 11 日に私達は市内の中学生と
共に被災地を訪問し、被災地の空気に触れ、地元の
方々から実情をお聞きして参りました。今後、私達にでき
ることは限られますが、あの記憶を忘れることなく次世代に
つなぎ、そしてしっかりと被災地の復興を⾒守り続けなけ
ればなりません。 
さて、早めに卓話の時間にいたしましょう。 
本日の例会、よろしくお願いいたします。 
 

  幹事報告    幹事 尾本 眞二 
 次回親睦夜間例会の例会場変更 
○ 日時：3 月 18 日（火）18 時 30 分 
○ 会場：ベルクラシック リアン（錦町 4-9） 

以上、例会場を変更させて頂きます。お間違えのないよ
うご出席ください。 
 
 各委員会報告・連絡   
第 2510 地区ローターアクト委員会 委員⻑ 坂井 治 
千歳ロータリークラブから送別会のご案内ということで、連
絡が⼊っております。北ガスにお勤めでした⾦沢明法さん
が札幌にご栄転になりま
す。新世代奉仕委員⻑
で、私が委員⻑をさせて
頂いている地区ローターア
クト委員会の委員でもあ
ります。3 月 27 日（木）
18：30 から ANA クラウ
ンプラザホテル千歳で送別会を⾏います。もし、ご都合が
つく方には是非ご出席頂きたいと思います。会費は
5,000 円です。出欠確認表を回しますので○をお付け
頂ければと思います。宜しくお願いします。 
 
 

例会出席状況（2014 年 3 月 11 日） 
会員数 35 名 
会員出席者数 20 名 
欠席者数（内：無断欠席）  15（0）名 
出席率 57.14 ％ 
ゲスト・ビジター出席者数  1 名 
出席者数総計  21 名 

前回例会 確定出席率（2014 年 3 月 4 日） 
確定出席率（MU 含む） 65.71 ％ 

発⾏ 千歳セントラルロータリークラブ  会⻑ 武田伸也 / 副会⻑ 井上英幸 / 幹事 尾本眞二 / 会報委員会 委員⻑ 福島 ⼒
〒066-8520 北海道千歳市本町 4 丁目 4-4 ホテルグランテラス千歳   TEL.0123-26-5788  FAX.0123-25-9112 
Mail.membership-office@ccRC.jp  HP.http://www.ccRC.jp  Facebook.http://www.facebook.com/chitosecentral
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 ニコニコ BOX    
進⾏：出席・ニコニコ箱委員会 副委員⻑ 菅原百合子 
白木松敏 会員：土、日曜日、会⻑エレクト研修セミナ
ーに⾏って参りました。仕事上いろいろな研修会を受けて
いますが久しぶりに緊張しました。勉強になりました。２日
目は岩下さんも出席して 1 日びっしり財団、米山の勉強
をして頂きました。ありがとうございました。 
今井章夫 会員： 双子の男の子の孫が 4 歳になりまし
た。顔をひっかかれました(>_<) 

 
 本⽇の例会プログラム  
通常例会 
卓話「我が運勢 我が⼼で拓く」 
講師  深川 導運 様 
担当/出席、ニコニコ箱委員会 委員⻑ 手島 和枝 
既にご紹介させて頂いておりますが、本日は深川導運先
生に卓話をお願いしたいと思います。時間の関係上、深
川先生のプロフィールは配布したご案内をご覧ください。で
は宜しくお願いします。 

 
講師 深川 導運 様 
皆様、今日は。ご機嫌いかがでしょうか。ご紹介頂き出て
きましたが、会場が割れんばかりの拍手です（笑）。 
今日は千歳セントラルロータリークラブの大切な例会にお
招き頂き有難うございます。本日は宜しくお願いします。 
今日こうしてこちらに⽴たせて頂いているのは、手島会員

一緒していますが、そのご縁がありまして今日こうしてお呼
び頂きました。 
先程、会⻑から

のお父様が芸能プロダクションをされており、30 年近くご

もお話がありましたが、早いもので東日本

したが、急に上の吊り物がグ

、

大震災から 3 年です。私も振り返ってみますと、3 年前の
丁度この日、小樽のマリンホールにおりました。津軽、宮
城、秋田、岩手など東北からお出でになった⺠謡の関係
の方とご一緒していました。 
その⺠謡の番組をやっていま
ラグラと揺れました。地震だと思いましたが、東北の方の地
震だとはわかりませんでした。昼の部が終わり事務所に戻
りテレビを⾒てすごい有様でした。出演されている方の中
に仙台空港に買ったばかりの新⾞を停めた方がいました。
座⻑から今日 1 日だけ手伝って欲しいと⾔われてそのた
めに仙台空港から⾶んできたそうです。テレビを⾒ながら
「俺の新⾞が流されている」と⾔っていました。そんな状況
の中で芸⼈根性は凄いと思いましたのは、番組としてその
後函館までの 7 日間ぐらいのコースもありましたが、全部こ
なして公演を中止することもなくお帰りになったそうです。 
その後、手島会員のお父様の仕事で川湯に⾏きましたら
「祝い船」を歌われた門脇陸男さんとご一緒しました。門
脇さんは宮城の中心部にお住まいでテレビ 5 台が全部駄
目になり、庭の灯篭も全部倒れたそうです。自分のお弟
子さん達が石巻などにすぐに⾏ったそうです。歌を教えてい
た方も何⼈か亡くなったそうです。被災地を回り歌で励ま

本日のニコニコ BOX 合計額 4,000 円
今年度 累計額 549,000 円
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してきたというお話を聞いて本当に頭が下がる思いがしま
した。テレビを⾒ていましたが、あまり復興が進んでいない
ところが多いですね。3 年という歳月があればもっと復興が
進んでいなくてはならないと思いました。今回の震災では
お一⼈お一⼈いろいろな事を教えられているのではないか
と思います。まだまだお話申し上げたいことはあります。2
万⼈という多くの方がお亡くなりになり、また⾏方不明のま
まです。将来希望が持てなくて自ら命を絶った方も随分
いるそうです。こんなことはあってはなりませんが、地震大
国ですから、私共の地域に絶対無いとは⾔えません。震
災を通して感じたこと、各々が一⼈一⼈思い当たる事を
考えていかなければならないと思いました。 
さて、私テレビでは平成 12 年から 18 年まで 6 年間、

童よしみさんの司会を 14 年程務めていま

は、運勢は本当に自分の都合のい

HBC テレビ ビタミンテレビで毎日手相での占いをしていま
したその中で、いろいろ感じたことを「我が運勢 我が心で
拓く」という事を中心に今日は申し上げたいと思います。 
よく鑑定をすると「先生、私は運が悪い」という方が多いで
す。間違いなく個⼈鑑定をする時に、運がいいという方は
一⼈もいません。良く話を聞いてみると本当に運が悪いの
か、そんなに悪くはないのにと思う事が随分あります。運勢
はどこでいいか悪いかを決めるのかと考えますと、大体自
分に都合のいい事があった時は運がいい、都合の悪いこと
があった時は運が悪いと⾔います。本当にそうなのでしょう
か。今日はそのようなことを、手相を通してお話させて頂こ
うと思います。 
それから私は天
した。今はトップの座にいらっしゃいますが、私が知り合った
時はまだ売れていませんでした。登別のある小さなスナック
の周年記念⾏事で司会を頼まれました。今でも覚えてい
ます。2 月の吹雪の日でした。登別の駅に迎えに⾏きまし
た。お⺟様と二⼈で大きなバッグを持っていました。その頃
の天童さんのギャラは 10〜20 万円ぐらいでした。今はワ
ンセットでどのぐらいだと思いますか？1000 万円です。今
は 800 万円ぐらいかもしれません。北島三郎さんで約
1000 万円です。一流になるには訳があります。天童さん
は私の娘ぐらいの年齢ですが、いろいろな事を教えてもら
いました。まず歌に対する情熱が凄いです。毎日練習で
す。デビューしたのは若⼲ 14 歳、番組で 10 ⼈勝ち抜き
ました。そこからスタートしたのは五木ひろしさん、八代亜
紀さんなどたくさんいらっしゃいます。10 ⼈勝ち抜くと素⼈
であってもプロであってもデビューさせてもらえるという番組
でした。竹中労さんからお名前を頂きました。天から与え
られたわらべ天童、そして本名が吉田芳美でしたからその
まま天童よしみとなりました。デビュー曲は美空ひばりさん
の専属ギタリスト、木村好夫先生の「風が吹く」という曲で
あっという間に天才少⼥と⾔われました。その後全くヒット
はありませんでした。東京まで出ましたが、夜逃げ同然に

大阪に帰ってきたという話を聞きました。その後に名前がち
ょっと出てきたのは「とんぼり⼈情」で天童よしみさんの中で
一番売れた歌だそうです。その後はまた売れない時期で
す。その時に当時 STV で日高吾郎さんが随分宣伝をし
てくれまして、「酒きずな」という曲で大ヒットしまして紅白に
出場しそれからはずっと常連になりました。私はイントロで
ナレーションをつけていました。それを気に⼊って頂いてそれ
からのお付き合いになりました。天童よしみさんは歌に対
する情熱は本当にすごいです。絶対に紅白に出たいとい
うのを目標に頑張って来られました。そして一番凄いところ
は仲間を大事にする事です。昨日、今日⼊ったアルバイ
トのお兄ちゃんでもきちんと声を掛けます。食事は必ず全
部舞台がはねてからみんなで取ります。自分だけ食事を
することはありません。お一⼈お一⼈を大事にします。です
から、私も家族のような関係をさせて頂きました。それから
家族の愛です。どんな落ち込んだ時も両親が励ましてこら
れました。また天童さんは⼈が成⻑する事をじっと待ちま
す。私も自分の欠点を全てクリアしてなんとかプロの世界
に通じるようなナレーションが出来るようになったのは天童
さんのおかげです。 
これから申し上げるの
い時だけいいのか？そんな所を、手相を通して振り返りま
す。手相を拝⾒するときには必ず性格を⾒ます。性格は
手を前の方に出して頂頂けで分かります。それでは手を
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前に出してみて下さい。あちらの方は 5 本の指をぱっと広
げています。あけっぴろげな性格で秘密は持てません。親
指だけ話して⼈差し指から小指までくっついている方は几
帳面な性格と⾔われています。5 本の指をきちんとくっつけ
てお出しになる方は⾦銭面ではドケチタイプです。お⾦は
あまり出したがらないですが、個⼈の財産はきちんと守って
羨ましい面もあります。 
右と左の手相の形が違う方はいらっしゃいますか。 

を⾔

あなたの性格がわ

なタイプです。左の

は⾝近な事を表します。大

─ その他頭脳線、感情線、運命線などユーモアたっ

勢について、自分に都合が良ければ運勢が良く、都合

手相学では二重⼈格者と呼びます(笑)。本当の事
うと二つの才能を持っている方です。 
ぱっと手を握ってください。握っただけで
かります。3 つのやり方があります。親指をクルッと巻き込ん
だ方は消極的な所と優柔不断、親指が上に上がる方は
決断⼒が優れ⾏動⼒抜群ですが、⼈の迷惑を顧みない
ところがあります。親指が貝の口のように横にピタッとくっつく
方はやること成すことちゃらんぽらんと⾔われます。 
前に手を組んでお祈りしてください。 
右の親指が上になる方はほとんど平凡
親指が上になる方は、お仕事の上ではアイデアマンで凄い
繁栄を遂げる⼒を持っていると⾔われます。但し個⼈的
な⾏動は変⼈タイプです。 
利き手を⾒てください。利き手
事な線、生命線からいきましょう。生命線は親指の縁取
り、これは何を表すか。寿命の⻑さ、健康、開運、交通

災害、結婚前の方は結婚の時期もお知らせします。太く
⻑くすっきりしているのがいいと昔から⾔われています。年
代がつきます。上から出発して 1 歳、手のひらの付け根の
あたりが 90 歳ぐらい、真ん中ぐらいが 40 歳ぐらいです。
太くても細くてもよいので手のひらの付け根まで生命線が
来ている方はほとんど手相学では死なないタイプと⾔われ
ます。手相が悪い、占いが悪いと⾔われても全く悲観する
必要はありません。手相は変わるからです。早くて3ヶ月、
遅くても 3 年ぐらいでガラッと変わります。開運する方法は
たった一つ、自分の心の問題です。辛い時こそ大きな目
標を持って頑張る、それに向かう執念とこつこつ毎日努⼒
する事が開運する基本です。手相が悪い、占いで穢れて
心配する必要は全くありません。自分の心で変えていけば
良いのです。ただ注意だけはしましょう。生命線が切れて
いる、切れ方は二つあります。上から来てすっと切れて下
につながる、これは交通事故、急病に注意です。上から
来て切れてダブってつながる、ダブっている年代は大きなお
⾦を投資して事業を新たにやる等の大きな事は 3〜5 年
待った方がいいです。下の方が二股に開いていませんか。
二股に開いた分岐点、その年代は⼥性の場合は生理が
上がって更年期障害に突⼊します。男性も健康に注意
して下さい。 
 
─
ぷりにご説明をして頂きました。 
 
運
が悪ければ運勢が悪いと⾔いますがそうでしょうか。個⼈
鑑定で私ばかり苦労をするというご夫⼈がいます。それは、
あなたは運勢が強いからで運勢の弱い⼈に難しい問題を
ぶつけてもひっくり返るだけです。苦労を乗り越えて⾏ける
⼈が本当に運勢の強い⼈ではないでしょうか。自分の⾝
の丈にあっただけのハードルしかきません。1m のハードルし
か越えられない方は 1m ちょっとしかきません。自分の境
界で乗り切れる問題ばかりです。腹を決めてちょっと⼒を
出さねばなりません。腹を決めれば半分は成就と⾔われ
ています。そしてそれに向かってハードルを⾶び越えるとまた
次のハードルが来ます。⼈生とはそういうものではないでし
ょうか。苦労がある時ほど運勢が開くのです。順風満帆な
時には運勢は開けません。本当に苦境に陥った時は運
勢が開くチャンスが巡っているということです。仏教の⾔葉
で「大悪起これば大善近し」という⾔葉があります。大きな
悪いことがあった後にはいいことが来るという事です。それを
考えると今自分が悩んでいる事はちょっと⼒を出せば必ず
乗り切っていける問題ばかりであろうと思います。どの企業
においても家庭においてもこれから何事をやるにも「異体
同心」です。ロータリークラブにも大きな目標があります。
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心を一つにしていくことが大事です。中心になる方には異
体同心の心でやっていかなければなりません。異体同心
であれば万事を成就と⾔います。私も今年 70 歳になりま
す。豊かな⼈生って何だろうと考えました。やはり感謝の
心だと思います。1 日にありがとうと何回⾔えるでしょう。あ
りがとうと⾔えるようになれば不思議と心が休まるようにな
ります。こうしてお呼び頂いて私も生かされている⼈生です。
どんな場所にいてもどんな所で仕事をしてもみんな生かさ
れている⼈生です。そこでやらなければならないことをきっち
りやり通す。「ありがとう」一日にいくつ⾔えるでしょうか。ど
なたも健康だけは⼗分ご留意して頂いて、皆様のご商売
のご繁盛を心からお祈り申し上げます。千歳セントラルロ
ータリークラブの益々ご発展頂きますよう祈りを込めて、話
を終わらせて頂きます。どうも有難うございました。 
 
 お礼のあいさつ  直前会⻑ 彦坂 忠人 

ます。 
や

あり

あいさつの前に、私の手相を⾒て戴きたいと思い
導運先生「いい奥様に恵まれて、自分の好きな事しか
らない手相です。」 

導運先生、今日は
がとうございました。今手
相を⾒て頂きましたが、
私はグリーンジャンボを
買っておりまして、もし当
たったらクラブで盛大にと
思っていましたが、その

可能性はないようです。今日は本当にいいお話を聞かせ
て頂きました。私がびっくりしたのは、先生は今年 70 歳、
私はまだ 66 歳ですが本当にお若いです。そして⾔葉が
70 歳とは思えない流暢なしゃべりでこういうお仕事をされ
ている方を羨ましく思いました。年を取ってしまったという感
じでしたが、先生を拝⾒して我々もこれから頑張りたいと
思いました。本当に有難うございました。 
 
 記念品贈呈  会⻑ 武田 伸也 
導運先生、ありがとうござ
いました。楽しい例会にな
りました。またご縁がござ
いましたら、是非お越し頂
けると嬉しく思います。 
 
 次回例会案内  
プログラム委員会 委員⻑ 尾本 眞二 

動親睦夜間例会「in THE BELL 
30、会場はベ

次回は3月18日、移
CLLASSIC Lien」です。開会点鐘 18：
ルクラシック リアンです。担当は親睦活動委員会です。 
開催されました。 

 SCHEDULE  

 

3
月

■世界ローターアクトの日 ■世界ローターアク
ト研修セミナー 

識字率向上月間
ト週間 ■会⻑エレク

18 日
移動親睦夜間例会 「in THE BELLCLASSIC Lien]
[担当/親睦活動委員会(笹⾕委員⻑、高木副委員
⻑、岩下委員)] 

25 日 通常例会「会員卓話 尾本眞二委員⻑] [担当/プログラ
ム、広報委員会(尾本委員⻑)] 

4
月

ロータリー雑誌月間 ■地区協議会 ■清掃奉仕活動

1 日

定例理事会 午後 5 時 30 分 事務局
通常夜間例会「クラブ協議会/次年度方針・活動概要」
[担当/次年度理事会] 
次年度理事会 午後 7 時 30 分 事務局

8 日 通常例会「未定] [担当/会報、雑誌委員会(福島委員
⻑、関根副委員⻑)] 

13 日 RI 第 2510 地区 地区協議会（次年度理事:札幌）
/15 日 親睦夜間例会 「花酔会][担当 親睦活動委員会(笹

⾕委員⻑、高木副委員⻑、岩下委員)] 
17 日 千歳ローターアクトクラブ 例会 

22 日 通常例会「清掃奉仕] [担当/社会奉仕委員会(松坂委
員⻑、土居担当副委員⻑)] 

29 日 休会（法定休日/昭和の日） 

5
月

■⻑泉 RC 友好締結記念日(1997.5.13) ■国際交流フェステ
ィバル ■春の交通安全運動「セーフティコール」 

6 日 休会（法定休日/みどりの日） 

13 日 定例理事会 午前 11 時 30 分 事務局
通常例会「クラブ協議会」[担当/次年度理事会]

15 日 千歳ローターアクトクラブ 例会 
17 日 ⻑沼国際交流フェスティバル（⻑沼 RC）

20 日
移動親睦夜間例会 「キリンビアレストラン ハウベ] [担
当/親睦活動委員会(笹⾕委員⻑、高木副委員⻑、岩
下委員)] 

24 日 RI 第 2510 地区 第 7 グループ IM（恵庭 RC）

27 日 通常例会「未定] [担当/友好クラブ(佐々木俊英委員
⻑)] 

6
月

ロータリー親睦活動月間 ■IR 国際大会 ■RC･LC･JC 合同
親睦ゴルフ大会 

1 日 RI 国際大会（1-4 日、シドニー） 

3 日 移動例会「空港募⾦箱の浄財回収] [担当/国際奉仕
委員会(田口委員⻑、⽻芝副委員⻑)] 

10 日
定例理事会 午後 5 時 30 分 事務局
通常夜間例会「クラブ協議会/今年度活動報告① 各理
事」[担当/副幹事] 

17 日 通常例会「今年度活動報告② 各担当委員会」[担当/
副幹事] 

19 日 千歳ローターアクトクラブ 例会 

21 日 RI 第 2510 地区 ローターアクト地区大会（ANA クラウ
ンプラザホテル千歳） 

24 日
親睦夜間例会 「2013-14 年度 彩雌雄例会] [担
当/親睦活動委員会(笹⾕委員⻑、高木副委員⻑、岩
下委員)] ※会員ご家族出席例会 


