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≪本日のお祝い》

お誕生 日

該当者なし

≪会長代行挨拶要旨≫

「夢」

《ゲスト≫  なし

《ビジター≫ 森下 登志美 君 (静岡南 RC)

結婚記念 日

該当者なし

佐橋 徹 会長代行

私のご挨拶も残 り

少なくなってまい り

ました。今回は終了

に向かつてふ さわし

いか疑間ではありま

すが {夢 }をテーマ

にお話をさせて頂き

ます

意識が喪失してい

る時間、一般的には睡眠中にな りますが、その睡眠に

はレム睡眠 とノンレム睡眠 とがあ り、レム睡眠が 20～

30分続き、その後にノンレム睡眠が 60～80分起こる

とい う周期を繰 り返 します。夢はレム睡眠時に起こる

とされています。 レムとは REMと 書き、急速眼球運動

(Rapid Eye Movement)の 略です。睡眠中にはセロ トニ

ン、ノルア ドレナ リン、 ドーパ ミンなどの月音内ホルモ

ンが分泌 されることは証明されていますがその機能ま

では判っていません。睡眠自体が未解決の段階ですの

で、フロイ トやユングなどが夢を用いて深層心理の解

明や精神分析に利用 して、様々な学説を残 しましたが

未だに定説はないようです。 日本でも夢のお告げで行

事の日程を変更 した り、政治 (ま つ りごと)の方針決定

平 成 28年 6月 16日 天 候  雨

に夢占いを参考にすることは古代にはしばしばあった

ようです。ちなみに法隆寺の夢殿は聖徳太子が瞑想 し

て国の行き方を考えるための建物であったそ うですか

ら、古代東洋では夢 と瞑想 とは近い概念だったかも知

れません。夢の話にしばしば取 り上げられるIE子の胡

蝶の夢の話があります。荘子が胡蝶になった夢を見て

自由に飛べて楽 しく、思いのままだつたが夢から覚め

て「私が蝶になったのか、蝶が私になったのか」と問

うたとの事ですが、私には理解不能です。 しかしこの

話が高校の教科書に載つていると問いて愕然 としまし

た。また、子供たちは毎 日夢中で遊んでいる時には {と

な りの トトロ)の様に実在にさえ語 りかける事が出来

るのかも知れません。夢と現 (う つつ)は共存 していて

その境界も曖味で、行き来も自在 とい う事の様です。

夢には覚醒時、意識下に見る夢もあ ります。私は夢

と問いて浮かぶ夢の一つはセルバンテスの小説 ドン・

キホーテを題材 にしたブロー ドウェー ミュージカル

“ラマンチヤの男"の挿入歌 [見果てぬ夢]です。 日本

では幸四郎が染五郎の時代から 50年近 くロングラン

を続けています。「なし得ぬ夢見て、耐えがたき悲 しみ

に耐え、届かぬ星に届かんとす。死 さえ厭わぬ誉 と正

義が生きるなら」などとい う歌詞があ ります。結果は

明 らかですが風車に突進するといつたヨーロッパでは

騎士道、日本では武士道に通ずる志を感 じます。

もう一つの思い出す夢は 1963年 8月 アメリカ公民権

運動の中心にいたキング牧師の演説です。 リンカーン

記念館を背に 20万人の参加者に向かって「今から 100

年前にリンカーン大統領は奴隷解放宣言に署名をした

が、未だに黒人は自由ではない」 とい う前置きに続い

て I have a dreamと い う有名なフレーズが始まります。

“いつの日にか奴隷の子孫 と支配者の子孫が同じテー

ブルに座 る夢"“私の 4人 の子供たちがいつの日にか肌

の色ではなく人格そのものによって評価 される国に住

むことが出来るようになる夢"と 語 ります。」

ドン・キホーテの夢もキング牧師の夢も青臭いとか未

熟 とか現実的でないと感 じることもあ りますが、夢は

この様なもので良いのではないかと思います。

夢見る頃は大分に過ぎてお りますが 「夢は描かなけ
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れば、決 して夢は叶いません。」ので、これからも夢を

持ち続けて歩いて行きたいと思います。

≪退会会員ご紹介》

河原峙会員 と久野会員が本 日をもつて退会 され る

こととなりました。

河原崎 宏之 君

《委員長・ リーダー期末報告》

く職業奉仕グループ〉   リーダー 山下 勝央 君

米山グループと親睦活動グループのご協力を頂き職場見

学会を開催。米山記念館、東山I日 岸邸、KIRIN富士御殿場蒸

留所を見学。会員 21名 、ご家族 3名 、合計 24名の参加。

く社会奉仕グループ〉   リーダー 松下 陸朗 君

「地域の環境保全に取 り組 もう」「奉仕活動に積極的に参

加 しよう」をキャッチフレーズに取 り組んで参 りました。

浅畑川の清掃・美化活動では、総勢 84名 の参カロを頂きま

した。高齢者・障害者支援活動では、南部特別支援学校での

学童や教員 との交流。未使用タオルを特養ホーム 「厚寿苑」

に 287枚、特養ホーム 「なごみ」に 120枚届けました。

く国際奉仕グループ〉 リーダー 川口 尚宜 君

国際的なジャーナリスト有本香様をお招きして「平和と戦

争予防」というテーマで卓話を頂いた。また静岡南RC他 と

取り組んだグルーバル補助金プロジェクトでは、スリランカ

の学校に安全な飲み水と衛生的な トイレを提供する目的で

500ドルの募金を行なつた。

く青少年奉仕グループ〉   リーダー 高日 雅司 君

青少年奉仕月間に “バンレオーレ岡部サッカークラブ"の

ゼネラルマネージャー井田勝通氏をお招きして「子供たちを

指導して 50年」というテーマで卓話を頂いた。

くクラブ広報〉 委員長  曽根 正弘 君

4人のリーダーと各メンバーさんには、しつかりと役害1を

果たして頂きありがとうございました。特にクラブ会報Gの

鈴木リーダーには、すばらしい改善をしていただきました。

く広報・雑誌グループ〉   リーダー 上田 直弘 君

浅畑川の清掃活動、南部特別支援学校との交流について

村松会員のご協力を得て静岡新聞に掲載しました。さらに

これらの記事を当地区のHPに掲載した。

くクラブ会報グループ〉   リーダー 鈴木 寿人 君

「例会にて報告・実施した内容を整理し記録に残し、会員

の情報源となるよう工夫する」を基本方針として会報を作成

した。会報作成の負荷軽減のため、当番制、原稿頂戴、写真・

画像の多用化を進めた。会長代行をはじめ、原稿提出にご協

力を頂きありがとうございました。

くロータリー情報グループ〉 リーダー 伊藤 洋一郎 君

曽根委員長代弁

今期 7人の新規会員を迎えました。新規会員のフォローを

積極的に行ないました。

くIT推進グループ〉    リーダー 長島 秀親 君

ホームページ上での職業分類欄の更新、会報誌・イベント

写真の掲載を行なつた。また、鳥屋原会員によるマイロータ

リー登録のお願いと登録手順の説明も行なつた。

くプログラムグループ〉   リーダー 村松 重治 君

会員の出席意欲が高まるようなプログラムを目指し、来賓

卓話は幅広いジャンルで、会員卓話は入会歴の浅い方を中心

にお話を頂いた。卓話実績 :来賓卓話 20名 、会員卓話 11

名。会員卓話にご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。
~

く親睦活動グループ〉 リーダー代行 大角晋朗君

受付では「明るく楽しく元気を発信 !」 をモットーにグス

ト・ビジターをお迎えした。納涼例会、職場訪間、年末家族

会、観桜会には多くの方の参加を頂いた。スマイルの総件数

は 321件、1,120千 円で目標を達成しました。

くロータリー財団グループ〉 リーダー 戸塚 敦雄 君

例年ロータリー財団への寄付は 100$だ ったが、今年度は

財団へ 150$、 ポリオプラスヘ 30Sの 目標が掲げられました。

理事会で審議頂き、両者にそれぞれ 1,000円 を上乗せして実

施させて頂きました。また、CSEと してオランダヘ派遣さ

れた高橋知子様から「オランダで見聞きして学んだこと」と

題して卓話を頂きました。

《スマイル報告》

河原峙 宏之 君  今 日が最後のロータリーとなりました。

2年間大変お世話になりました。初めての

RC参加でしたが、貴重な交流をさせて頂

きました。心から感謝申し上げます。H年
ぶりに単身解消、、、妻とネコ 1匹、、、心配

です。頑張ります。

久野 義彦 君   ロータリーの皆さん、本当にお世話にな

りました。次の人生、横浜で頑張ります。

近くにお越しの折はお電話下さい。歓迎し

ます。ありがとうございました。

川口 尚宜 君  本日朝 4時 30分、第 2子が誕生しました。

3110gの 元気な男の子です。これで最低限

の義務は果たせたかなと安堵 しています。

感謝してスマイルします。

≪出席報告》

会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

52(49) 8

52(49) 4

52(48) 4 3 1 97 92%

<会報作成 :遠藤正和>

義彦久 野 君


