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前回の例会報告

皆様こんにちは、
本日、近藤会員のご紹介により田中さんが入会されました。皆様優しくご指
導お願いします。
さて、もう雪を見るのも嫌になりますが、来週も天候はよくならないみたい
です。除雪は必要ですが、あまり無理をせずお怪我の無いように行ってくだ
さい。
2月は「平和と紛争予防紛争解決月間」です。

いちロータリークラブではハードルの高い分野であり特に日本のような平和な所にいますと他人
事のように感じてしまいますが、RI においては 6つの重点分野で、最も支援を必要とする人道的
奉仕のニーズとしてとらえている項目の一つとなっています。
紛争や迫害により住むところがない人は何百万人もおり、被害者の 90％が一般市民でその半数
が子供たちと言われております。又約 30万人の 18歳未満の子供たちが少年兵として紛争に巻
き込まれているといわれております。
　この分野で何ができるかと言えばロータリー平和フェローシップの候補者を探したり、紛争の
要因（貧困・不平等・民族間の緊張・教育の欠如など）の解消に取り組むプロジェクトの計画、
理解と平和を推進するため海外の RCとの友好を築き、奉仕活動で協力することなどが、考えら
れています。
　我がクラブで何かしようと言うのは難しいですが、国際奉仕活動として今年度は新たにタイの
バンコクスリウォオン RCとの共同事業を行います。そして皆様におかれましては、財団の寄付
金が RI を通じ紛争予防の平和活動に使われております。
（今年度財団の寄付金があまり集まっておりません。石橋委員長が風邪で欠席しておりますので
代わりに皆様のご寄附をよろしくお願いします。）
先ほど日本は平和な国だとお話ししましたが、近隣諸国を見ると様々な問題があります。
紛争を避けるためには、お互いを理解しあわなければなりません。
米山奨学金については、いろいろご意見もあるでしょうが、将来日本と母国との懸け橋になって
頂く優秀な留学生を支援する事業です。（平野委員長も欠席ですが、日本を理解して頂くために
もご寄附をよろしくお願いします。）
　おりしも本日は 2月 2日のゾロ目の日です。夫婦の日、じいじいでおじいさんの日、頭痛の日
（下家パスト会長ならいくつでも作れそうですが）
などなど、語呂合わせで、いろんな記念日となっております。ロータリークラブにおいては、多
少強引ですが、ニコニコの日と言うことで皆様のニコニコのご寄附をお願いし、ご挨拶とさせて
頂きます。

会長挨拶
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写真の広場

1月26日㈮

メイクアップ

○開会点鐘　12時30分
○ロータリーソング斉唱　「我らの生業」
○会長挨拶
○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○中間決算報告
○卓　話

　　
○閉会点鐘

2月23日㈮

3月2日㈮

3月誕生日、結婚記念日の祝い

光山晃（福井北 RC）
今野義隆（青少年奉仕担当者会議）
朝田健一、小寺邦夫
（地区ロータリー財団補助金管理セミナー）
大島友治（第 2回青少年奉仕担当者会議）

○開会点鐘　１２時３０分
○国家斉唱
○ロータリーソング斉唱　「奉仕の理想」
○会長挨拶
○栄誉行事

○幹事報告・委員会報告・同好会報告
○ニコニコ箱報告
○ロータリー財団寄付者発表
○米山記念奨学会寄付者発表
○卓　話　　平野嘉男 会員　　　
○閉会点鐘

本日の卓話　竹内 義隆 会員祝 入会!!  田中隆藤 会員

日本銀行福井事務所 所長  河合真児様
「最近の金融経済と福井経済について」
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卓　話
横山剛史　　田中様、入会おめでとうございます。これからよ
　　　　　　ろしくお願いします。
廣瀬充　　　田中新会員ようこそ。これからよろしくお願い
　　　　　　します。
田中隆藤　　皆様、よろしくお願いします。
竹内義隆　　本日は、宜しくお願いします。
福澤幹也　　鬼役で遅れました。すみません。
長井眞見　　二月如月。明日は節分、明後日は立春。でも冬日
　　　　　　がしばらく続きそうで、春が待ち遠しいです。
　　　　　　仏教訓より「苦労が多いことと、不幸だというこ
　　　　　　とは違うものだ」
大島友治　　田中様、入会おめでとうございます。
朝田健一　　1月があっという間に終わってしまったという
　　　　　　感じです。2月もこの様な感じになってしまうの
　　　　　　でしょうか・・・。
田中義乃　　節分立春。春はそこまで来てる？
末永雄樹　　理事をしているサッカークラブで送迎車を購入
　　　　　　することになりました。何卒よろしくお願いし
　　　　　　ます。
森陰輝夫　　今日は夫婦の日。竹内さん卓話をよろしく楽しみ
　　　　　　にしてます。
服部宏和　　1月は所用で出席できず、今年始めての例会出席
　　　　　　になります。本年もよろしくお願いします。
堀川和子　　明日は節分です。明日7時から佐佳枝廼社神社で
　　　　　　豆まきをします。私も人生初の豆まきに参加しま
　　　　　　すので、皆さんお時間のある方は、福を拾いにい
　　　　　　下さい。
太田貴司　　久しぶりの快晴で気持ちが良いです。
南伊津美　　田中様、入会おめでとうございます。
辻川貴宏　　田中さん、入会おめでとうございます。
太田宏史　　明日は嫁の誕生日なので、今から大変緊張してお
　　　　　　ります。
常山由起子　今日は久しぶりの快晴で、気持ちが良いですね。
山下徳太郎　冬の晴れ間に田中隆藤さんを、あじさいＲＣに
　　　　　　お迎えできることを喜んでいます。
増田浩三　　ニコニコの日らしいので。
前田和寛　　今日は用があり、早退させて頂きます。
近藤実　　　田中さん、今後とも宜しく！！
橿尾輝之　　田中さん、ようこそあじさいＲＣへ。
武田幸夫　　会長の上手いコメント（ニコニコの日）に
　　　　　　感動して！！
小原弘明
野原哲也

横山剛史、廣瀬充、長井眞見、森陰輝夫、南伊津美、山下徳太郎
橿尾輝之、田中義乃、松塚泰孝、太田貴司、末永雄樹、太田宏史
野原哲也、朝田健一、竹内義隆、近藤実、光山晃、前田和寛　各君　

横山剛史、廣瀬充、森陰輝夫、南伊津美、山下徳太郎、近藤実
末永雄樹、太田貴司、松塚泰孝、朝田健一、福澤幹也、田中義乃
各君　　

竹内 義隆 会員「質の良い睡眠」
本日は、私が関心のある　「睡眠」について専門知識も何もない素人ですが感じた事、話しを
させて頂きます。
眠くなってから寝て、良い夢をみて、自然と目がさめるのが希望ですが、仕事など予定があ
り、又ストレスがあると思いどおりにはならないものです。
私は、通常毎日(お酒の力も借りて)布団に入ると1分もたたないうちに眠られます。朝を早
く起きるおかげで、何も考えず、考える暇もなく自然と寝つけます。
以前は、寝たらあっと言う間に起きる時間になっていましたが、最近は、夜中にトイレに起
きたり、足がつって飛び起きたり、今までとは睡眠の違いを感じています。トイレに行きた
くて起きるのではなく、目が覚めてしまったので、トイレに行っています。
目が覚めると言う事は、もう十分に睡眠がとれているのかもしれません
　年齢によっても睡眠のとり方が変ってきているようで、深い眠りが少なくなり、浅い眠
りが多くなるようです。
一日の疲れかたでも睡眠の深さが変ってきます。除雪で体を使った時などは、ぐっすり眠
れた良い睡眠が取れた気がします。　限られた時間のなかで、いかに質の良い睡眠をとる
事が出来るか、考えています。
　調べてみると睡眠には、「ノンレム睡眠」脳を休めている(深い)睡眠と、
「レム睡眠」脳が動いている（浅い）睡眠があり、
このノンレム睡眠とレム睡眠のセットが４～５回繰り返し現れるのが、通常の睡眠パター
ンだそうです。ノンレム睡眠でも浅い・深いが4段階あるそうで分かりやすく言いますと、
第一段階は最も浅い睡眠で、授業電車の中で座ったまま眠る
この第一段階では、多少の物音でも簡単に目が覚めてしまいます。
第二段階の睡眠になると、睡眠中に首を保持する事が困難になり、座ったまま眠る事が出
来なくなってきます。よく電車の中で、隣の人に大きくもたれ掛かって眠る人などは、この
第二段階です。
第三、第四段階になると完全に「熟睡」状態になり、　多少の事では目が覚めません。この睡
眠中に無理やり目を覚まさせると、まだまだ眠たいと思うつらい状態になります。
寝起きが悪い方は、「深い睡眠」である、ノンレム睡眠中に目が覚めてしまっている人、朝
すっきり起きられる方は、「浅い睡眠」であるレム睡眠中、又は第一、第二段階のノンレム睡
眠中に目が覚めている人だと考えられます。
　すっきり朝起きる為に、起きる時間を浅い眠りの時に合わせれば良いことになります
が、睡眠の事を考えれば、考える程寝つきも、目覚めも悪くなります。私の場合すっきりと
起きられる時がほとんどなく、目覚ましを２重にセットしてやっと起きている状態で、浅
い眠りの時でももうちょっと眠りたいといつも思っています。なにか楽しみがある日は、
すっきりと起きるのですが、休みの日で予定のない時は、だらだらと自然に起きるまで寝
るのが好きです。
でもあまり眠りすぎても体がだるくなり又、睡眠と痴呆症も関係があるのかも知れません
　私の祖父の話ですが、十数年前90才ごろ滑って骨折をしたのをきっかけで入退院を繰り
返していた時、家に居る時は普通なのですが、病院へ入院するとわけのわからないこと言
うことが続きました。最初何か薬のせいかと思っていましたが、多分睡眠が関係している
のではないかと今は思っています。入院中は体もあまり動かさず、浅い眠りが長く続く事
で錯覚がおこるのではないかと、
話は少しそれますが、寝たきりが続くと床ずれが出来てしまいます。看護師さんが定期的
に体の向きを変えたりしてくれますが、祖父も床ずれが出来、車いすに乗せる度、お尻が痛
いと・・訴えていました。医師に相談しましたが栄養等の問題もあり・・・なかなかむずかし
いと言われ、あきらめていた所、でも簡単に直す方法がありました。「ドライャーです。」
知り合いの病院の栄養士さんから、床ずれならドライャーで風をあてれば治るよと教えて
頂き、試してみるとみるみるうちに傷が小さくなっていきました。
びっくりですね、ドライャーを使う事は医療行為ではなく、自然治癒力ですね
治りたい方は、どんな方法でもいいので、良くなりたいものです。
「医療」と「治療」
日頃大変お世話になっている医療関係の方々には、最大の敬意を表しておりますが、治療
の一つに医療が有り、あまり難しく考えずに治す方法もいろいろあるのではないかと、医
療だけではなく、治療の方法も教えてくれる病院があるとすてきですね、
自然治癒力を高める為にも睡眠がとても大事で、眠っている間に体のメンテナンスしてい
る訳ですから、質の良い睡眠をとって出来るだけ病気になりにくい体を作りたいもので
す。
私は、風邪のひき初めに、風邪ひきそうかなと思った時に、風邪薬と栄養ドリンクを飲んで
眠ります。眠っている間の方がより薬が効きそうに感じています。気持ちの持ち方のせい
かもしれませんけれど。　まとめとしまして、質の良い睡眠は、早起きをして、適度な運動
と楽しく一日を過ごし、翌日も楽しみがあれば目覚めが良く、質の良い睡眠が取れると思
います。皆様もうきうき・わくわくする事を作り素敵な睡眠をとって頂きたいと思います。
ここ数日は今日の卓話の為、良い睡眠が取れていませんでした。
今夜からは、ぐっすり眠れそうです。
　以上、本日はありがとうございました。


