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２０１４－２０１５年度 (№４４）第２８２５回

本日の予定
仙台リビング新聞社
編集部 編集長
藤崎 由紀子 様
「データで見る、家計のやりくり事情
～ちょっと妻の本音～」

例会（平成２７年６月１１日）

今後の予定
6 月 14 日 第 5 回髙橋次男会長杯ゴルフコンペ
6 月 15 日 第 7 分区ロータリーセミナー
6 月 18 日 三役退任挨拶
クラブアッセンブリー
6 月 21 日 RI 第 2520 地区合同例会
6 月 25 日 五大奉仕委員長退任挨拶

次週の予定
三役退任挨拶
会長
副会長・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長
副会長
副会長
幹事

髙橋次男会員
板垣 努会員
遠藤敏夫会員
早坂 薫会員
山家雪雄会員

出席率 会員数５１名
５月２１日 ７６．４７％
５月３０日 ５６．８６％
６月 ４日 ８０．３９％（６月１０日現在）
お誕生日おめでとうございます
６月１３日
侯
殿昌 会員
６月１７日
大西 恒市 会員
ご結婚記念日おめでとうございます
なし

今年度ニコニコボックス状況
前回の合計額
今年度累計額

１５４，０００円
１，５９８，１００円

本 日 の M E N U：
◇冷製ｽｰﾌﾟ”ﾊﾟﾘｿﾜｰﾙ”に赤肉ﾒﾛﾝを浮かべて
◇ﾎﾟｰｸﾛｰｽ肉のﾍﾟﾙｼﾔｰﾄﾞ 農園温野菜添え
◇ﾃﾞｻﾞｰﾄ ◇ｺｰﾋｰ ◇ﾎﾃﾙﾒｲﾄﾞﾊﾟﾝ

前回のゲスト（6 月 4 日）（敬称略）
東北大学大学院名誉教授・仙台クローバークリニック
理事長 半田康延
青少年長期交換来日生 Larissa Lima Silva
前回のビジター（6 月 4 日）（敬称略）
広島城南ＲＣ
次年度会長 戸田拓夫
幹事 佐々木優子
次年度幹事 竹岡龍太郎
パスト会長 中本高明
ロータリー財団理事 水口弘士
創立 20 周年 記念事業部会(副） 古江 暢敏

先週の例会
足こぎ車いすと人間復活えて
東北大学大学院名誉教授・仙台クローバークリニック理事長
通常歩行障害者の方が乗っている車いすは、手で
漕ぐか電動式のものが一般的です。誰も足の悪い方
が足こぎ車いすで車いすを漕ぐなんて考えないの
が普通です。でも、脳卒中で片足が全く動かなくな
った方でも両足を使って漕げることが、私たちの研
究で明らかになりました。
最初、脊髄損傷で両足が麻痺した人に電気刺激で
両足を交互に動かして漕ぐ足こぎ車いすを開発し
ました。約 25 年前のことです。これを電気刺激な
しで脳卒中の右半身麻痺の人に使わせたらどうな
るか試してみました。そうすると、介助者の助けな
しにはほとんど歩けなかった方が、すいすいと漕ぎ
始めたのです。それじゃ、片足が全く麻痺した方で
はどうかと乗せてみたところ、これまた、早足で歩
くくらいの速度で見事に走り出しました。このこと
は、関節が固まってさえいなければ、どんな脳卒中
の方でも足こぎ車いすを漕げることが分かったの
です。
この成果をもとに、Prohand という商品名で足こ
ぎ車いすを製品化しました。これが大好評で、NHK

半田康延様

をは じめとす る
マス メディア で
も多 く取り上 げ
られ、日本を代表
する 大学病院 や
リハ センター で
も用 いられる よ
うになりました。
アメ リカの認 可
も受けました。
脳卒中で長い間病院にほとんど寝たきりで入院
していた女性の方も、自分で足こぎ車いすを漕いで
スーパーで買い物をできるようになりました。ある
会社の社長さんは、要介護度 5 だったのですが、足
こぎ車いすのおかげでまた社長業に復帰し現場を
指揮しています。
まさに人間復活を達成する夢のような車いすで
す。ますます皆様に使っていただければと願ってい
ます。

広島城南 RC 様：
髙橋 次男会員：長らく大切なもの見えなくしておりましたが、今朝早く捜しあてましたのでニコニコし
ます。
佐藤 三生会員：広島城南クラブの皆さん 20 周年おめでとうございます。このたびはようこそおいでく
ださいました。たびたびの御好意ありがとうございます。私達はいつまでも感謝の気持ちを忘れません。
末長く親しくおつきあいいただけますようお願い申し上げます。
山家 雪雄会員：広島城南ロータリークラブの皆様ようこそいらっしゃいました。①東日本震災時のご支
援大変ありがとうございました。 ②先の 4 月の貴クラブ創立 20 周年式典にお招きをいただきましたこ
と、加えて常盤木学園フラダンスチームの生徒とハワイ州のアラモアナフラダンス交流にもご招待いただ
き感謝申し上げます。どうぞ例会を楽しんで行って下さい。
宮澤 雅隆会員：植樹祭も無事終わりニコニコです。
岩松 正記会員：広島城南ロータリークラブの皆様、昨日からご来仙いただきありがとうございます。
山下 晴輝会員：次年度の準備でご迷惑おかけしてすみません。一生懸命努めますので、是非アドバイス
とご支援宜しくお願い致します。
菅井 一男会員：今日は半田先生の足こぎ車椅子の話を楽しみにしています。
日置 道隆会員：
「千年希望の丘」植樹祭、皆様のお力で約 50,000 本植樹できました。感謝です。

－知ってロータリーをもっと楽しもう－
◆ロータリーとは
ポール・ハリスの言葉に「ロータリーがしかるべき運命を切り開くには、常に進化し、時には革命的になら
なければならない」とあります。
これらの基本は「各々のクラブ」にあります。
楽しい、元気なクラブが大切です。
（5 月 24 日（日）の 2015-2016 年度地区研修会資料より引用）

被災地保育園への支援活動と視察・交流会報告
幹事

山家

雪雄会員

◇けせんぬま おひさま保育園
去る、6 月 3 日（水）に広島城南ロータリークラブ
佐々木優子幹事・戸田拓夫（2015～2016 年度）会長
他 4 名（計 6 名）が来仙されました。
広島城南ロータリークラブ創立 20 周年事業（津田
真幸会長）として 3.11 被災地の『けせんぬまおひさま
保育園里見栄美理事長（80 人）
』0～5 歳児用の椅子や
机等を寄贈しました。
仙台南ロータリークラブも支援させていただきまし
た。

なお、ここ
の保育園の児
童は増え続け
ているとのこ
けせんぬまおひさま保育園：全景
とでした。
（当日の仙台南ロータリークラブのご案内役は、星毅
職業奉仕委員長と山家雪雄幹事が努めさせていただき
ました。
）

0 歳児の椅子

保育園に寄贈した椅子
や机などの一部

おひさま保育園児童と理事長、広島城南 RC と
仙台南 RC の皆さん
歌や踊りで感謝している。

◇石巻ひがし保育園
広島城南ロータリークラブは 6 月 3 日（水）
「石巻ひ
がし保育園」
（内海恵子園長）へも音響機やプラスチ
ック製のブロック積木、本箱等を寄贈しました。
同保育園は 3.11 大震災の津波で全壊等したため、よ
うやく昨年この地に、新築したとのこと。そのため、
幼児教育に必要な備品等の支援がまだまだ続けられ
なければならない状況の様です。なお、写真に写っ
ている児童数が少ないのは午後 6 時を回ってしまっ
ていたためです。
（待っていただいて申し訳ありませ

ロータリアンと児童・保育士・園長
さんら

んでした。）幼い子供達の感謝の挨拶・歌やお遊戯の
踊りを一生懸命な姿を見てロータリアンのみんなは、
「逆に我々が元気をもらった」とお礼を述べられま
した。
上記のプロジェクトに仙台南ロータリークラブも
ご支援させていただきました。
（当日の仙台南ロータリークラブからのご案内役は
星毅職業奉仕委員長と山家雪雄幹事が努めさせてい
ただきました。
）

児童一人一人と握手する
ロータリアン
大人の男性達が多くて心配したのか、、
、
妹を抱きかかえるお兄ちゃん

部屋におさかなの名前がついているのは、
石巻は海が近いからとのこと

