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ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing!Everyone,Sing!」
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次回の卓話

2009年9月2日(水)

「最近の楽しみ」

岸田 次郎会員
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四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

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

Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!Sing! Everyone,Sing!

Sing,everyone,sing.Sing,everyone,sing.

Let’s get together in all kinds of

weather and sing,everyone,sing.

Smile,everyone,smile.

Smile,everyone,smile.

All of your troubles will vanish like

bubbles,so smile,everyone,smile.

Serve,everyone,serve.

Serve,everyone,serve.

Serving humanity,Rotary’s

destiny,Serve,everyone,serve.
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ロータリーソング「手に手つないで」

唱歌「浜辺の歌」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「絆 －絆を深める脳の働き－」

久松 正典会員

会員数４３名 出席義務会員数３９名

8月19日 出席会員30名 76.92％

７月29日 MUを加えて 85.00％

岡本桂四郎会長

●会合報告

8/5 55周年反省会

08-09年度の福岡会長、宇野幹事、皆見委員長、

09-10年度 櫻井新嗣幹事、櫻井昇会員・片山

会員、茨木会員、毛利会員、雪本会員、そして

私が出席しました。

8/8 貝塚コスモスＲＣ創立15周年記念例会

近隣６ＲＣの会長、村上ガバナー、そして私

が出席しました。

→貝塚コスモスＲＣは台湾・松原ＲＣと姉妹提携

をしていて、家族とあわせて台湾より台風の

最中20名程度も当例会に出席、民謡を歌う等の

参加型の例会でした。

8/9  ローターアクトリーダーシップフォーラム

櫻井幹事、私が出席しました。

8/12 「交通事故をなくす運動」岸和田市推進本部会

議に出席しました。「秋の全国交通安全運動」

期間中行事で、運転者講習会日程については別

紙をご覧下さい。交通事故は不慮の事故で、気

が動転します。岸和田市は大阪府内でワースト

の上位にランクされているとのことです。多い

のは「出会い頭」「追突」で、二輪車の若者、

高齢者、そしてその原因は「よそ見運転（携帯

電話での話し中）」が実証されています。特に

「飲酒」「ひき逃げ」がまだまだ目立っており、

６月の交通ルール改正により罰則は厳しくなっ

ています。交通事故は当人はもちろん、周囲の

人たちに何も利がなく、突然深い悲しみがやっ

てきます。会員の皆様はもちろん、家族・友人

・周囲の人たちとともに安全運転をお願いしま

す。

8/19   岸和田ＲＡＣ例会

櫻井新嗣幹事

●例会臨時変更 阪南ＲＣ 詳細は事務局まで。

●国際ロータリー日本事務局より

2009年9月ロータリーレートは1ドル＝94円

●久松正典会員

本日卓話をします。

●雪本栄会員

先月のニコニコは好調でしたが、今月に入って

寂しくなっています。皆様のご協力をよろしく

お願いいたします。



本日の私の卓話は職業柄、「絆」というものに関

して医学的なお話しをさせて頂きます。

人間には原始的な感情である「喜怒哀楽」という

ものがあります。しかし絆を作り・保つ為には、こ

の原始的な感情を抑え、またある時には理性をもっ

て表現することが必要となります。これに強く関係

しているのが人間の場合、高度に発達した前頭葉や

それに関係するホルモンです。

産婦人科として親子の絆づくり「育児」をサポー

トする機会、例えば、不安や悩みに耳を傾けアドバ

イス事が多くあります。この多くは生まれてからの

事ですが、母親学級ではこの不安と少しでも安らげ

る為、胎教についてもお話しをしています。

＊「胎教と胎談」

胎児の脳や胎児そのものの実態はまだ解明されて

いないものが多くあります。

人間の脳の細胞は約４００億あり、ほとんどが胎児

の間に完成します。しかし、人間が実際に使ってい

るのは４００億のうち１００億です。あとの３００

億については、また進化できると考えるのか、ダメ

ージをうけた場合の予備として考えるのか、はたま

た知らない間に退化した能力があるのかは解ってい

ません。

ここで、脳細胞を胎児の間に刺激し、言語や運動

機能を活性化することができるのではと考えたのが

胎教です。

例えば胎教の音楽です。一時期、モーツアルトの

音楽が良い、１／ｆなどの癒しの音楽が良いなどと

言われました。が、一般的には母親がリラックスで

きる好きな音楽で良いと最近、指導されています。

２～３才児が母親の妊娠中、よく聞いていた音楽を

突然口ずさみ始めたと御夫婦から驚きの報告を受け

た事があります。胎児はお腹の中で聞こえてくる音

を楽しみ、記憶しているようです。

お腹の赤ちゃんへの話しかけが胎談といいます。

お母さんが今日あった出来事や見たものを聞かせて

あげ又、絵本を読んで聞かせてあげるように胎児と

おはなしをすることです。お腹の赤ちゃんは、話し

を聞いて脳を刺激され、いろんな事を想像している

ようです。

＊「日本胎教センター所長 森本義晴」博士の報告を

聞いて頂きたいと思います。

（博士は現在アジア不妊学会会長、関西医大非常勤講師、

韓国チェ大学教授などをされておられます）

まず、お腹の中での胎児の記憶は４～５才までに

消失してしまいますが、２～３才児がお腹の中での

記憶「胎内記憶」をよくお話してくれます。

１）妊娠中やお産の時の報告

・すごくしんどかった、もうだめかと思ったよ。

（難産だった子）

・ぼくね、よくおなかの中ででんぐり返ししていたよ。

（時々、逆子になっていたようです）

・お母さんがね、いろんな話をしてくれたよ。

（母親が胎談をがんばった）

・お母さんのお腹から出る時に森本先生がいたよ。

・お腹の中はどうだったという問いかけに、胎盤と

臍の緒の絵を描いた子がいた

・妊娠中に夫婦でよく見た映画の筋書きを正確に喋り

始めた子。

・ご夫婦で妊娠中旅行に行った先の景色を描き始めた

子。

２）実際目で見た物以外、つまり視神経を通して記憶し

たもの以外の伝達方法？があるらしい。現在アメリ

カで視力障害児による実験が行われている。

＊「胎談と絆作り」

お腹の赤ちゃんに

・絵本を読み聞かせる

・母親が見た物を細かく説明する

・赤ちゃんが想像する力を刺激し、脳の発達

を促すこと事が大切です。

強いては、「親の優しさ」を知る

「人のやさしさ」を知る

おじいちゃん、おばあちゃんが胎児に話しかける

ことも大切

いかに赤ちゃんを大切に思っているか、

誕生を祝福しているか

統計では、おじいちゃん、おばあちゃんを

大切に思っている子が多い。

「胎談の４ヵ条」

・ゆっくりとおはなしをする

・はっきりとしゃべる

・おおきな声でおはなしをする

・抑揚、感情をこめておはなしをする

「前頭葉の働き」

ほ乳類に発達した脳であり、大きく２つの

能力に関与している。

①実行機能

現在おこっている事象から未来予測する能力

また社会的に合致するのかを判断する能力

②長期記憶の保存

ある芸能人の覚醒剤事件

ＭＤＭE(メチレンジオキシメタンフェタミン)

久松正典会員



AUGUST～SEPTEMBER ２００９ ８月 会員増強及び拡大月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会

「TVCMとその時代」
横谷哲郎会員

青少年・ライラ

委員長会議 RAC例会

例会

「最近の楽しみ」

岸田次郎会員

財団委員長会議

例会

担当山形直道会員

南輪会

(ホスト 貝塚ｺｽﾓｽ
RC)

例会

仮題「最近のｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞ事情」久禮三
子雄会員

ＲＡＣ例会

職業奉仕委員長

会議

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ ９月４日（金）「新世代のための月間にちなんで」 岡部長禮会員

岸和田北ＲＣ ９月１日（火）「無題」 森垣確士会員

岸和田南ＲＣ ９月３日（木）「ガバナー公式訪問」 村上有司ガバナー
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前頭葉などの思考や社会的判断、各種の感覚を麻痺

させます。依存が始まるにつれて、脳血管が弱くなり

脳出血・呼吸停止・腎不全・高体温

前頭葉の働きは、未来予測や長期記憶による絆作り、

種の保存につながる。

「Ａ―１０神経系」

人間が他の動物と異なる点として、高度な精神活

動があります。

思考・記憶・判断・想像・感情

前頭葉から側頭葉にかけて大切な脳神経が集中して

います。これらをつないでいるのがＡ―１０神経

です。この神経の中を流れている伝達物質がドーパ

ミンです。このドーパミンが分泌されますと、恐れ

・警戒心・不安がなくなりいわゆる「恋をしている

状態」となります。

「人はなぜ愛するのか」

ドーパミンが分泌されますと、つぎにオキシトシン

が分泌されます。オキシトシンは、ギリシャ語で

「はやく産まれる」という意味です。現在、陣痛促進

剤として広く使われています。このホルモンが、育児

に大きく関係していることが解っています。

親と子のような、またペットに対するような、ほと

んど無償の愛情を生み出します。インターネットで

販売されている「愛のホルモン、オキシトシン」は

スプレーで水溶性ですので、ほとんど恋を生み出す

効果は認められません。

色々と私の携わっていることなどをお話しさせて

いただきました。本日はありがとうございました。
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