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卓話時間は広島大学医歯薬保健学研究院宇宙

再生医療センターの弓削類教授兼センター長に

よるゲスト卓話でした。

弓削教授は再生医療の研究を専門にしておら

れ、アメリカNASAへの留学経験もおありの先生

です。

演題は弓削教授が早稲田大学の田中英一郎教

授と共同開発した片足麻痺患者の歩行支援ロボ

ット｢Re-Gait(リゲイト)｣の紹介でした。

脳卒中は日本では2分にひとり発症している

と言われ、どちらかの足が麻痺する片麻痺患者

は脚の振出動作が十分できなくなります。人間

は歩行時、踵から地面に着きますが、麻痺が残

ると足首を十分使うことができず、つま先から

或いはすり足状態になり転倒のリスクが高くな

ります。このため患者は家に籠り勝ちで、寝た

きりになり、やがては認知症を発症し易い状態

に置かれることになります。

12月7日、例会場(リーガロイヤルホテル広

島)での久しぶりの例会になりました。

この一カ月、友好提携クラブである北上和賀

RCへ八條会長など6名で訪問、職場訪問例会と

してマツダの工場見学、今年から側面支援する

ことになった若手美容師による8.20豪雨災害被

災地での少年サッカー大会と続きました。

師走入りして最初の例会は八條会長が議会開

会中のため、欠席、会長時間では石丸副会長が

八條会長の原稿を代読しました。この後、RI第

2710地区の奥芝ガバナー補佐から来年3月11日

のインターシティミーティングの内容説明と会

員の出席要請がありました。

お客様ようこそ、ごゆっくりお過ごしいただ

きたいと思います。

11月7日から9日まで、北上和賀RCに行ってお

り、16日はマツダミュージアムでの職場訪問、

19日は少年サッカー大会への参加で例会変更と

続いて、11月2日以来、リーガでの例会に出席

できていません。また、本日は本会議につき欠

席で申し訳ございません。

北上和賀RCでは非常に手厚く歓迎していただ

き、次回先方が来られる時には、昼も夜もそれ

なりにお迎えしなければと思います。

特に山本さん宜しくお願い致します。また、

マツダミュージアムでの職場訪問ですが、広島

経済を支えて、また広島を代表する企業らしく

素晴らしい職場訪問例会であったように思いま

す。初めて見させて頂いたことが、嬉しくもあ

り、この年になって初めてというのが恥ずかし

い気も致しましたが、良い勉強になりました。

そして、少年サッカー大会ですが、混成チー

ムのゲームを始め、最後が非常に盛り上がり、

来年以降については、石丸さんも積極的に考え

ておられると思います。今年度は来年度に向

け、色々と取り組んでみたいと思いますので、

皆さんのご協力を宜しくお願い致しまして会長

時間とさせていただきます。



この歩行支援ロボットは足首のみへの装着で

歩行補助をするもので、つま先の上げ下ろしを

補助することで、転倒リスクを低減します。

ロボットと聞くと、大掛かりのものをイメー

ジしますが、このリゲイトは麻痺した脚の足首

部分に装着するだけで、この部分をズボンで隠

すこともできます。この装着部分が700ｇ、こ

れを制御する器具が1㎏と軽量で、体への負担

も余りありません。

リゲイトはテレビ東京のワールドビジネスサ

テライト、BS-TBS、NHKで紹介されています。

その映像が会場で流されましたが、杖をもった

人が杖なしで、車椅子の人が立ち上がって歩行

する様子が映し出されていました。先生の話で

は長嶋茂雄さんも装着して訓練しているとのこ

とです。

リゲイトを常備している医療センターはまだ

少なく、東京まで新幹線利用で行く患者も居ら

れるそうです。

弓削先生は広島大学発のベンチャーなので、

広島に是非、そうしたセンターを作れないもの

か…と話しておられました。

卓話終了後、石丸副会長など4人が装着、会

場内を歩く体験をしました。皆さん、一様に装

着の違和感はほとんどなく、土踏まず辺りから

軽く突き上げられる感じで、自然につま先が上

がる…、といった感想を持っておられました。

脳卒中は、日本国内では年間29万人が発症

し、患者数は120万人で、2020年には患者数が

300万人に超すと推測されている。世界的に

は、患者数は1700万人とも言われる。発症後、

多くの場合は麻痺を伴い、運動障害などの後遺

症が残る。歩行機能の回復が悪い場合、寝たき

りに繋がり(脳卒中は寝たきりになる原因の1

位)、介護者の負担も大きくなる。2025年には

要介護者が520万人と推計されている日本で

は、今後、有効な歩行リハビリテーションに対

するニーズは大きくなると考えられる。

脳卒中後の片麻痺患者の歩行リハビリに活用

されている歩行補助装置｢RE-Gait｣(リゲイト)

は、脳に歩行を再教育するロボットでこのロボ

ットを使うとRE-Gaitを外しても上手く歩ける

ことからNHKやTBSで報道され世界的にも注目を

集めている。



本日のプログラム

12月7日(木) 第 869 回

幹事報告

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。ご一読下さい。

・年末年始休会･例会変更リストと喪中会員リ

ストを配布しております。

・広島北RC･広島陵北RCとの合同夜間例会のご

案内を配布しております。ご出欠は回覧にて

お願い致します。

と き：2018年1月25日(木)18:30～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

会 費：10,000円（全員登録）

・IMのご案内を配布しております。ご出欠は回

覧にてお願い致します。※メーキャップ対象

と き：2018年3月11日(日)13:30～

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・冊子『これだけは知っておきたいロータリー

の基礎』の最新版を配布しております。

・ロータリーカレンダーを配布しております。

・新会員候補者照会文を配布しております。個

人情報のため取り扱いにはご注意ください。

・地区事務局からの｢職場･会社におけるがん予

防に関するアンケート｣を配布しておりま

すので、ご提出をお願い致します。

２.例会変更

・広島西南RC ｢クリスマス家族例会｣

と き：12月19日(火)18:30～ ※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島安芸RC ｢クリスマス夜間例会｣

と き：12月19日(火)18:30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島東RC ｢夜間例会・クリスマス家族会｣

と き：12月20日(水)18:30～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島陵北RC ｢クリスマス夜間例会」

と き：12月20日(水)18:30～ ※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

ニコニコ箱

￥25,000 累計￥252,000

｢脳卒中の歩行支援ロボット

“RE-Gait®”の紹介｣

広島大学大学院

医歯薬保健学研究院

生体環境適応科学教室

教授 弓削 類 様

会員記念日（12月）
☆パートナー誕生日おめでとうございます。

・石丸 博昭会員(石丸 美紀様：5日)

いつもありがとうございます。これからもよ

ろしく！

・田久保 普三会員(田久保 明子様：9月20日)

☆結婚記念日おめでとうございます。

・田久保 普三会員(H28.9.16)

☆創業日おめでとうございます。

・三宅 恭次会員(株式会社バルコム：

S42.12.14)

お陰さまで創立50周年を迎えました。11月28

日にはホテルグランヴィアでグループ社員

500人が集まり｢これからの50年に向けて｣の

集いをおこない、山坂グループ代表が、これ

からのグループの方向性と、社員に｢覚悟｣

｢自立｣を促す講話を1時間おこないました。

・奥芝 隆会員(三吉屋食品株式会社：

S40.12.1)

52周年となりました。来年、エキエへの水車

移転オープン、もう一つ風車もイオンへの出

店の予定ですが、予定は予定なので？もう息

子に譲ろうと思っています。

・広島北RC｢夜間例会並びにクリスマス家族会｣

と き：12月21日(木)18:00～ ※同日変更

ところ：ホテルグランヴィア広島

・広島西RC｢夜間例会並びに家族同伴懇親会｣

と き：12月21日(木)18:00～ ※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島南RC｢夜間例会並びにクリスマス家族会｣

と き：12月22日(金)18:00～ ※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

・広島廿日市RC｢クリスマス家族同伴夜間例会｣

と き：12月22日(金)18:30～※18日の変更

ところ：シェラトンホテル広島

・広島城南RC｢クリスマス夜間例会｣

と き：12月22日(金)18:30～ ※同日変更

ところ：メルパルク広島

４.お知らせ

・広島市こども療育センター育成園のプレゼン

トセレモニーについてご出欠の回覧を回して

おりますので、ご回答をお願い致します。

(メーキャップ対象)

・先月の北上和賀RC訪問に参加された皆様よ

り、お土産をいただいております。



2017年12月14日(木）第870回

3階｢安芸の間」

会長時間

皆さんこんにちは、お客様ようこそ、ごゆっ

くりお過ごしいただきたいと思います。

さて、北上和賀RCも良かったですし、マツダ

ミュージアムも良い勉強をさせていただきまし

た。また、少年サッカー大会も盛り上がりまし

た。先週に続き、本日も仕事の都合で出席出来

ません。本当に申し訳ございません。そのよう

な中、本日が新入会員入会式となっておりま

す。当然ではございますが、会員一同大歓迎で

ございますので、同じクラブのメンバーとし

て、どうか遠慮なく建設的なご意見を出してい

ただき、楽しく積極的なロータリー活動をして

頂きますようお願いいたします。

また、来週はクリスマス家族会となっており

ます。皆さん方のご家族とお会いできますこと

を楽しみにしておりますので、ご参加をよろし

くお願いいたします。

そして年明けには、都道府県対抗駅伝の応援

があります。こちらの方も合わせてお願いいた

しまして、会長時間といたします。

｢年次総会｣

今回も八條会長が広島市議会開会中のため欠

席、会長時間は石丸副会長が八條会長のメッセ

ージを代読。さらにRIの｢出席緩和｣方針につい

ての安佐クラブの方向性について｢現在の例会

を毎週開くことを原則として、その上で祝日の

週の木曜日を休会にするとか…、若干の緩和策

を講じられないか…、会員の皆さんで意見を出

してほしい｣との会長の提起･要望についても石

丸副会長から説明がありました。

最近退会者が続いている中での明るいニュー

ス、新入会員の入会式が行われました。名前は

野村裕芳(のむら ひろよし)さん、スポーツビ

ジネスを展開するリーフラス㈱の中四国を統括

するCOO、弱冠33歳です。野村さんは江田島市

出身、実家はカキ養殖をしておられるとのこ

と、皆実高校→比治山大学を出てリーフラスに

就職。ご本人はサッカーのインストラクターの

資格を持っておられるので、安佐クラブが今年

から支援を始めた8.20豪雨災害被災地の少年サ

ッカー大会では活躍して頂けることでしょう。

すでに結婚されており、子どもさんも三人、

来週のクリスマス会には早速長女を連れて参加

されます。

今日の卓話時間は年次総会「次年度理事役員

の選出」、次年度会長候補の石丸副会長から名



簿が発表され、承認されました。

会長エレクト:道垣内文夫、直前会長:八條範

彦、会員増強:岡本忠文、広報･会報:三宅恭

次、奉仕:谷勝美、財団:佐藤恭子、幹事:山本

拓治、副幹事:中村富子･大串修二、会計:山口

洋充、SAA:奥芝隆

今回の役員案について石丸エレクトは「私は

会長になるときがロータリー6年目に入る、ま

だまだロータリーをよく理解しているわけでは

ありません。さらに創立20周年の節目の年でも

あります。それをサポートして頂くためロータ

リー歴の長い方に入って頂きました。一方、幹

事、副幹事はロータリー歴も実年齢も若い方に

入って頂き、大いに汗を掻くつもりですのでよ

ろしくお願いします」と説明、会員の皆さんの

協力を呼び掛けて総会を締めました。

ニコニコ箱

￥20,000 累計￥272,000
2017.12.14

☆青木 幹丸会員 ¥10,000
・遅ればせながら、サンフレッチェ広島、首の

皮一枚を残しめでたくJ1残留を果たせました。

ホッとしました。・野村会員ようこそ、歓迎し

ます。戸坂は良い処です。・二女がめでたいこ

とで、22日に大阪へ行ってきます。

会員記念日（12月）
☆誕生日おめでとうございます。

・大串 修二会員(S46.12.27)

不束者ではございますが、46才になりまし

た。今後ともご指導の程、よろしくお願い致

します。

☆創業日おめでとうございます。

・山本 拓治会員(広島県美容業生活衛生同業

組合：S32.12.18)

本日のプログラム

12月14日(木) 第 870 回

幹事報告

｢年次総会｣

１.BOX配布物

・2017-18年度年次総会議案書を配布してお

ります。

・11月分の個人別出席一覧表を配布しておりま

す。ご確認ください。

・都道府県対抗男子駅伝大会のご案内を配布し

ております。ご出欠は回覧にてお願い致しま

す。(メーキャップ対象)

２.例会変更

・広島東南RC ｢クリスマス家族例会・懇親会｣

と き：12月25日(月)18:30～ ※同日変更

ところ：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島

・広島中央RC ｢クリスマス家族夜間例会｣

と き：12月25日(月)18:30～ ※同日変更

ところ：グランドプリンスホテル広島

３.休会

・12月25日(月) 広島廿日市RC

・12月26日(火) 広島西南RC・広島安芸RC

・12月27日(水) 広島東RC・広島陵北RC

・12月28日(木) 広島北RC・広島西RC

・12月29日(金) 広島南RC・広島城南RC

４.お知らせ

・次週の例会は｢クリスマス家族会｣となってお

りますので、お間違えのないようお越しくだ

さい。

広島市こども療育センター育成園

プレゼントセレモニー

2017年12月22日(金)

地区補助金を使って

タブレット5台

絵本48組

を寄贈しました



クリスマス家族会 と き：2017年12月21日(木)

ところ：シェラトングランドホテル広島

3階｢水輝｣

今や階上改札口になっているJR広島駅、出て北口方向に行くと正面に｢レッ

ドクリスマス｣と名付けられたクリスマスツリー、赤い電飾で輝く。そこを右

に歩くとシェラトンの2階入口、3階に上がり｢水輝｣の前には親睦委員の皆さん

がスタンバイOK。中に入ると、正面にギターやキーボードなどがセットされて

いる。今日のメインは会員の大串修二さんと双子の竜二さんなどによるバンド

演奏。

18時半、例会は八條会長の短めの挨拶、さらに短めの西丸幹事の報告｢来週

の例会は休み、年明けは11日からです｣。ものの5分で終了。

いよいよ、クリスマス家族例会、田久保会員の5ヶ月の娘さんも…。大北親

睦委員長｢親睦委員全員で皆さんに楽しんでもらえるようしっかり準備しまし

た｣。今年のゲストはチャーターメンバーだった故下高昭英さんの奥さんと娘

さん、毎年参加していただき、安佐RCとの絆を持っていただいていることは有

難いことです。崇徳高校インターアクトクラブの鴨谷先生と生徒三人。そして

遠来のお客さんはフィリピンから！2010年の米山奨学生アリエタ･パメラ･アン

ラカンとご両親と弟さん、彼女のカウンセラーだった清家会員がその後も交流

を続けておられ、今回の例会出席になりました。

メインの演奏はこの日のために結成されたかって大串兄弟がメジャーデビ

ューした時のグループthe OYSTARSの“再結成”(?)、ボーカルのアツシさん

｢師匠の大串さん兄弟とセッションできてうれしいです。精一杯歌います｣。

曲はSTAND BY ME(1986年)、LET IT BE(1970年ビートルズ)、デイ ドリーム

ビリーバー(1967年モンキーズ）、出席者の年齢に合わせたのか素晴らしい

選曲で、口ずさむ、体を揺らす、手拍子…大いに盛り上がりました。そして

アンコールは大串兄弟が作詞作曲した｢なんか幸せ｣(アニメ 烈火の炎の主題

曲)、これは大串兄弟も熱く熱く歌い上げていました。

美味しいシェラトンの料理に舌鼓を打ち、酒で良い気分になったところで

ビンゴゲーム…これは会員除外！予算がないとは大北委員長の弁。崇徳の生

徒さんが来シーズンのカープチケットが当たり大喜び！最後は会員が同伴の

配偶者にシクラメンの鉢を贈る恒例のセレモニー…、2時間の宴はあっとい

う間に終わりました。

トナカイの山本会員、サンタの田久保会員、特に田久保会員は奥芝ガバナ

ー補佐のリクエストで女装風サンタ、お二人さん本当にご苦労さん、お疲れ

様でした。


