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長期ビジョン・将来に向かって 

５月度 

５月９日（水）１６６０回 例 会  

クラブ管理運営委員会 委員長 奥村雅徳
クラブ管理委員会は６つの委員会で構成をされています。ソング委員会による歌を歌いなが

ら和やかな雰囲気の例会に。プログラム委員会は卓話者を招いて充実した例会にする。親睦

委員会のお互い会員同士切磋琢磨して親睦を深めると、出席率の向上につながっていきます。

奉仕活動の資金源となる『ニコニコ箱』に非常に力を入れていたのがこの委員会の責務です。

６つの委員会では長期計画に基づき本年度方針をふまえながらしっかりと今年度つとめてい

ただきました。本当に心から感謝を申し上げたいと思います。 
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クラブ管理運営委員会 親睦活動委員長 釣部勝義

プログラム委員会と連携を密にして、例会を楽しくしたい。事業を通じて、会員が出席した

くなるような心配りをして、会員同士のつながりを強化を目標で我々親睦委員会一生懸命頑

張りました。私も仕事柄半分くらいしか出席できなかったことをお詫びいたします。副委員

長の倉本さんには私の代行をしていただき、本当に感謝申し上げております。会員のみなさ

んも当番制を組み、会場設営等々していただいたことを、感謝を申し上げます。 
７月２０日 に役員の披露会を「大森」 
９月１７日 バーベキュー大会、勝山のスキージャムで、夫人、家族を含むバーベキュー大会 

１０月２７日 山中との合同例会はホストが山中でした。 
１月２８日 新年会。芦原のグランディア芳泉にて、奥さん同伴で行いました。 
４月１８日 花見例会 計画は、『たけくらべ温泉』ということで、計画を立てましたが、水曜日『たけくらべ』

が休館で、丸岡の「本多料亭」にて行いました。花見にタイミングが合いまして、みなさんも桜

を満喫していただいたんではないかと思います。 

今後の予定は 5 月２３日は三国との合同例会、６月２７日にお疲れさん会ということで、

まだあと２回残っております。一生懸命頑張ったつもりです。みなさんありがとうござい

ました。 

クラブ管理運営委員会 出席委員長 林田千之

出席委員会はともかく出席、１に出席 2 にメーキャップを目標にしました。おかげさまで、

ずっと９０％以上を維持していましたが、残念ながら１０月と１２月が９０％を割ってお

ります。もう少し努力すればよかったと思っています。お蔭様でメーキャップに行ってい

ただけるようになりました。例会に出席するのが本当ですが、受付のみという制度があり、それに行けばメーキ

ャップになります。非常に出席率が向上しました。 
今後の計画ですが、６月は１００％を目指す積もりです。最後の月を１００％で終わろうと思っております。

どうかみなさんご協力をお願いしたいと思います。どうしても休まれる方は私がおうちへお伺いして「行ってこ

さー」とお誘いします。どうぞよろしくお願いをいたします。 
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と思っております。 

 クラブ管理運営委員会 規定審議委員長 竹澤秀雄

規定審議委員会の委員は南さんと池田さんと３人で、１回だけ会議をしましたが、その後何

もしていません。奥村委員長のアドバイスで、新入会の歓迎会の開催を細則に明記致しまし

た。今年度は竹内伸一さんが入会し新会員歓迎会を、会員増強委員会計画し親睦委員会にお

願いする。歓迎会は会員増強委員会が主幹行ってください。 

クラブ管理運営委員会 ニコニコ箱委員長 髙倉文寛
昨年より会員が４人増になり、昨年以上の金額を集める様に努力いたしました。笑顔で受付

するようにしました。会員の近況報告を頂き、小さな出来事やその時の思いをコメントとし

ていただけるように、率先して私は書いていったつもりです。例会を和ませるような小さな

コメント、楽しいコメントを少しずつでもいただけるように変わってきたのではないかと思

います。金額は４人増以上に卓話者のご辞退した金額があり思ったもの以上に集まりました。

皆様に感謝いたします。反省点は、委員長でありながら、欠席とか早めに出席できずに、副

委員長様はじめ、会員様のみなさまにもご迷惑をおかけいたしました。全般的に１番大事な

事はお金がしっかり集まること、我々の大切な資金であることを理解していただき集まった

ものと感謝申し上げます。 

ロータリーソングの主な曲、４つのテスト、奉仕の理想、われらの生業、日も風も星も、そ

れでこそロータリーとこの５つの曲を毎月ローテーションを組みながら歌いました。これら

の歌にはロータリーの精神とか目標とかまた、楽しくやりましょうというような文言がはいっており、まず最近

入会された会員の方にもご理解をいただき、これらの歌を主に歌いました。みなさんも声が大きくなったのでは

ないでしょうか。童謡とか英語で歌う曲もあります。来年度に向けて取り入れていかれたら良いと思います。1
年間本当にお世話になり、ありがとうございました。 

クラブ管理運営委員会 ソング委員長 北 勇一

奇しくも今日結果として出ました、「ロータリーの友」にバナーを紹介の掲載を、ロータリー

の友の事務局から「いつになるかわかりません」と、返事がありましたが、この報告できる

時に載り非常に私の喜びです。クラブ広報委員会はこの会報委員会と雑誌広報 IT 委員会の二

つの委員会で組織しています。会報委員会は、ロータリーの週報なるべく印刷費を安く、通

信費を安くと、今年度は白黒です。カラーで見るのはパソコンで見て頂くようにお願いしま

した。ホームページのほうには初めて会長ブログということで、高島会長のコメントが毎週々々、最初の内はう

まく動かなかったのですが、今年に入ってはほぼ毎週位で更新されるようになりました。ということをご存知な

方、どれぐらいいらっしゃるのかが私１番の反省点でもあります。また、今日のクラブ週報も私が毎週校正はか

けていますが小さな間違いが恥ずかしいぐらいあり、反省点です。雑誌広報 IT 委員会金委員長と委員で、雑誌ロ

ータリーの友の解説を致しました。短い時間等々、役員会等でも例会の場でロータリーの友の解説があるときに

は１０分程度、１０分以上はなるべく空けて欲しいと思います。３名の委員の方には解説

するためにはかなり時間を費やされていると思います。次年度からは１０分以上時間を空

けていただくことをお願いします。 

クラブ広報委員会 委員長 山下健治

クラブ広報委員会 雑誌・広報・ＩＴ委員長 金 定基
当初の予定通り月に１回「ロータリーの友」のその月の内容を紹介させていただきました。

時々時間があまりにも短すぎて中の趣旨が伝わらなかったという反省はあります。来年か

らはできたらぜひよろしくお願いいたします。 

クラブ広報委員会 会報委員長 小見山 修
本年度活動は、目標は３点です。三カ年計画の初年度で、完全なるペーパーレス化を目標

を掲げました。週報は毎例会時に配布をし、卓話の部分は月報とし、プリントアウトせず

丸岡ロータリークラブのホームページの中で閲覧をしていただきました。IT 委員会、プロ

グラム委員会にご協力をお願いをすることを掲げました。活動内容、山下委員長のご指導

と、林田プログラム委員長、金 IT 委員長さんの協力を得、毎週なかなかえらい仕事でミス

プリント等々あったということは反省しなくてはいけないかなと思っています。まだあと

若干残っておりますけれども、欠版のなきようみなさんに愛読していただけるような週報づくり、また、月報と

いうことでお届けをしたい
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とだと思います。 

 
 

会員増強・退会防止委員会 委員長 桑野賢吾

当年度は前半は増強委員長としてまた私が一人で回るような感じで空回りばっかりしてい

ましたが、活動に限界を感じ、後半のほうは全会員のみなさんに協力願おうと大きく方向

転換をしました。1 月 25 日に全会員にふ志多へ集まり、入会年次ごとに 5 班の会編成を行

ない、班長を委嘱しました。班毎に会員増強見込み先リストを作成し、マンツーマンの責

任体制を築きました。1 月 29 日は第 1 回の班長会議を、半兵衛にて開催しました。今後毎

月末に例会前の 30 分でその月の見込み先の進捗状況を各班長から発表をしています。2 月、

3 月、4 月と今日に至っています。結果、4 月末現在、竹内伸一さんが入会し、1 名の純増です。まだ年度途中で

すが、1 つは会員増強の組織というのが普遍的に必要ではないか。増強委員長さんが 1 人で頑張っていたようで

すが、組織で動いたほうが強いと思います。その継続性が必要じゃないかなと思います。もう１つは見込み先の

リストを常にメンテナンス、常に更新していき、発表の機会を月１回すると、責任のある人がきちっと報告出来

るのではないかと思います。常に新しいリストが更新されて継続する事が非常に大事なこ

反省点は、最初からみなさんにお願いし、立ち上げをもっと早くすればよかったと思います。諸先輩・大先輩の

班長さん方に発表願って非常に心苦しい思いを致しております。全員のご協力に感謝いたします。 
 

会員増強・退会防止委員会 ロータリー情報委員長 林田數一
活動内容は家庭集会とオリエンテーション等を行いました。家庭集会は２月１５日、２３

日から 5 班に分けて行い、発表もいたしました。オリエンテーションは、竹内会員が入り、

４月１３日にいたしました。 
反省点は、私の勉強不足で計画の半分も出来なかったと思っています。 
 

家庭集会のまとめを発表 

長期計画は毎年委員が大きく変わるのはどうかと思う。昔は、３年委員会があり CLP によって変わってしまった。

私が入会時は南さんが親睦委員長で、商工会館にあり。その 2 階で 7 時から 800 円の弁当とお茶で、筆記用具持

ち 2 時間ぐらいよく勉強させていただきました。最近は飲み会が多すぎ、勉強する機会がない。3 年委員会を復

活してはいかがでしょうか。昔、エクスチェンジャー（交換留学生）を山岸さんが地区の委員長もしており、送

り出した人間と迎えに行った人間が全然違うというような、違和感も考えられるんではないでしょうか。交換留

学生来ますわね。６月に来ます。来年の６月のときに委員長が変わってしまっていることもあるのです。継続性

を大事にしなければいけない。ガバナーが変わると方針・指針が変わります。 

例会、身だしなみは、ロータリアンはバッヂは普段から付けるべきだと、自分が選ばれた紳士の集まりであるか

らそれを自覚して、行動をとるので、バッヂを付けて歩く方が良いと思います。クールビズの期間があるので、

他の期間はネクタイを着用しましょう。ネクタイ着用でない場合、醜い格好でなく、違和感がないようにしてく

ださい。出席については、出席委員長のリーダーシップにより刺激になって出席率が向上した。メーキャップに

いろいろ行くようになった。大変出席委員長をほめている方が多いです。 

クラブの疑問点改善点は、委員会構成において委員会の重複が多く多い人で 6 つほどで避けるようにしていただ

きたい。5 大奉仕が衰退しているように思う。CLP を見直ししたらいいんじゃないか。CLP は小さいクラブで、

40 人以上いるならばこなせるんじゃないか。例会時、親睦委員会の当番の人がしていますが、例会には出席でき

ないが、その準備だけの時間は出来るということで 1 時間前に準備いたそうです。本当に感謝しています。奉仕

の精神ですね。事業内容について、町民・市民・子どもたちを対象に事業すて、ロータリーをアピールしたらど

うか。大変アピール度が少ないのではないかという意見です。私が会計時、クレームをつける事がありました。

サッカー大会は我々は青少年育成に、浄財を出して一生懸命活用していただきたい。備品や消耗品を多量に買う

ためにお金を出しているんではないのです。内威容はチェックして有効に使っていただきたいと思います。 

会費の件でございますけども、会費を安くしたらどうでしょうかという意見ですが、人頭分担金も非常に高いと

言われますが、安くならないと思います。ガバナー事務所維持費・地区分担金を下げることを考えるべきだと思

っております。 
 

５月１６日（水）１６６１回 例 会  
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S・A・A  下田重道

 本年度活動内容は、例会が和やかに且つ秩序あるように監督を行いました。本年度活動結果とて、来賓・ビジ

ターに失礼のないように心がけ、例会中の私語の禁止や携帯電話の音が出ないようお願いしました。早退は事前

に報告していただくようにお願いをしました。 
 反省点は、例会中の私語や携帯電話の音が時々鳴ったこともありました。私ですが、2，3 回休みまして、桑野

副委員長、山岸さんにご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。 
 

 
クラブ管理運営委員会 プログラム委員長  林田恒正  

 楽しく交流して、互いに学び、自らを高められるようなプログラムを作りました。 
会長が東日本大震災に関する卓話を中心にプログラムを企画しました。地域で活躍する女性の卓話をということ

を目的に挙げましたし、会員卓話を増やすというふうな活動を目指しました。会長が東日本大震災に関する卓話

は、会員であります東角会員の支援内容等のお話しや、実際に被災された方のお話、それから、原子力発電所に

関する話等の卓話が出来ました。新年会、花見例会、また、友好クラブとのグランドゴルフ等、他委員会のご協

力で親睦交流が図れたと思います。 
 反省点は、地域で活躍する女性の卓話や女性の新入会員入会に繋げられなかったことが残念でした。会員卓話

がもう少し多くても良かったのかなとも思います。また、予算は、一応、プログラム委員会として１０万円を持

ちまして、外部卓話の方々に１万円の謝礼を考えていましたが、ニコニコや返上され、予算内に収まりそうです。 
 

 
会員増強・退会防止委員会 職業分類・会員選考委員長  山岸 功  

 私共の委員会は待ちの委員会で、新入会員がなければ仕事がありません。本年度の活動計画は、会員増強・退

会防止委員会と協力をして会員増強に努めることです。 
 活動結果ですが、会員増強委員会より新入会員がいまして、お蔭様で職業分類が１点補充されました。 
反省は、もっと皆で頑張って新入会員が増えたらいいと思います。 

 
奉仕プロジェクト委員会 委員長  横山茂樹

活動内容は、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代の４つの委員会がそれぞれの活動

は、当初の予定通り活動できたと思います。詳細については、各委員会より報告があり

ます。 
 島原南 RC の記念式典に参加して友好を深めることができました。奉仕プロジェクト

委員会は、４つの委員会の担当の方が副という体制で事業がスタートしましたが、４つ

を統括するだけのリーダーシップを示すことができなかったことが結果的に残念でした。 
 反省点は、長期ビジョンは、スタートは植樹・緑化のテーマで地域社会のニーズを考えていましたが、出来な

かった反省をしております。 
 長期計画の実績は、会長の方針で、植樹を計画しましたが、地域行政の坂井市の建設部が、２年ほど先にはな

り植樹はできなかった。 

 
奉仕プロジェクト委員会 職業奉仕委員長  桑野賢吾

 長期ビジョンの 3 ヵ年計画はクラブのテーマである緑化の具体化・具現化に会員ひと

りひとりが自分の職業を通して地域社会に対して何ができるかを問いかけ、課題を見つ

けて自己の職業を通したテーマの実現への契機となるよう各種行事を通して啓蒙活動を

行いました。が非常に残念な思いのする 1 年でございました。 
 活動は、昨年 8 月 24 日に就職模擬面接会を行いました。坂井農業高校・丸岡高校及び

城東分校の 83 名生徒を対象に実施しました。面接会終了後に就職に関する講演会は、川

崎洋子さんにお願いしました。1 月 21 日、地区の職業奉仕・社会奉仕合同講演会は会員 12 名で参加をしました。

3 月 21 日は、職場訪問例会は、本年度のテーマである緑化に沿った事業で、福井県の総合グリーンセンターに

27 名で訪問を致しました。 
 反省点は、地区の職業奉仕・社会奉仕合同講演会の参加は、当初 20 名の参加申し込みがありましたが、8 名の

欠席者がでて、最終的には 12 名の参加になりました。これが非常に残念でした。 
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奉仕プロジェクト委員会 社会奉仕委員長  野澤雄一

10 月 9 日、古城まつりでは駐車場の整理は、去年の倍ぐらいの時間がかかりました。

誘導の看板など不便な事は、行政のほうに要請しました。餅まきの会場整備、餅を蒔く時

に一度に人が集まって危険な状況がありました。4 月 4 日、カブミラーの清掃は、色々な

マスコミから取材が来て、それなりに広報ができたと思います。これは広報委員会のお蔭

です。色々な活動が皆さんのご協力ででき、ありがとうございました。 

奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕委員長  髙尾 誠  

 アフリカ・ルワンダ支援について県立大学の先生から学び、方法を考え、研究を致しました。姉妹クラブは、

今年度は大袈裟なことはないと情報を受けました。 
活動結果として、国際奉仕のルワンダの支援の方法は福井市のクラブが中心に活動を既にしており出来ません

でした。姉妹クラブにつては、相手方の情報チャンネルがなく、ベテランの会員さんにお願いをし、今回のよう

な立派な活動に結び付けられたと思っております。 
反省点は、国際奉仕・姉妹クラブとも情報チャンネルのない会員が委員長しますと、1 年交代でやっても積み

重ねがないので、経験を積んで勉強しないと駄目だと反省をしております。 

 
奉仕プロジェクト委員会 新世代奉仕委員長  野尻 昇

新世代の報告は、１番目は「ふるさとを狼煙でつなごう」、2 番目は三国 RC と合同の「学

童軟式野球大会」、3 番目は「ウインカップソフトボール大会」、林田（恒）会員が会長を

している、福祉ネット協会とタイアップして金津で、知的障害者を対象に開催しました。

4 番目は、ロータリーカップの「坂井市少年サッカー大会」、5 番目、ライラの参加を募

って新世代を育てるの 5 つです。 
 結果は、１番目の「ふるさとを狼煙でつなごう」は、10 月 2 日に開催し、丸岡城、味岡山、刈安山の３ヶ所を

狼煙でつなぎました。２番目の野球大会は三国のクラブにお任せしており会長以下数人の方に出席しました。「ウ

インカップソフトボール大会」は、10 月 16 日に金津のトリムパークで開催され、19 チームが参加されて 300 名

近い人が来ました。4 番目の「ロータリーカップ 坂井市少年サッカー大会」、これは丸岡が担当し、この日は非

常に天気が悪くて雨嵐のような形で開催しましたが、子供さんは喜んで頑張って試合をしていました。ライラは、

５月 18 日から 20 日まで奈良の天理で開催され、高尾会員の職場の方が参加いたしました。18 日は私が同行しま

した。反省点は事務局任せで、段取りから全部、何をやっていいか解らないというのに気になりました。事業を

やってもなかなか他の会員の方に参加していただけないことを反省をしました。今回の活動で、ただ名前とお金

をだすのではなく、最初から、ロータリーの会員は一生懸命しているのを見せないといけないと思います。試合

当日もロータリーの会員は糸色と良く知っていると思われるくらい会議等に出席して詰めていただきたいと思い

ます。 
 

ロータリー財団委員会 委員長  島田利男  
 

会員ひとりの目標額が、160 ドルでしたが 196.6 ドルと達成しています。ベネファクターは目標が 2 名で奥村会

員と私の 2 名がなりました。ポリオ基金は、目標はひとり 2000 円で合計で約 8,000 円が不足しております。ポ

ールハリスフェローは、高山会員、桑野会員、私の 3 人。マルチプルポールハリスフェローは、林田（恒）会員

が 1 回、奥村会員が 2 回、北会員が 2 回、4 回が高島会長、6 回が金会員がなりました。重い責任を負わされた

形で 1 年やって来れましたのは、皆さんの協力の賜物だと思っております。 
 

米山記念奨学会 委員長  倉本正一郎  
 

 本年度活動は、米山記念奨学会は平和と国際理解を深めるために優秀な外国人奨学生を支援し、親善と交流を

深めることに努力する。 
 活動結果として、年間おひとり 24000 円の寄付金を今年はかなり良い成績でいただきました。例会に目標額を

書いた袋を用意したことが功を奏したと思っております。第 5 例会に米山ランチを行い、その資金を奨学金の一

部に致しました。奨学生の卓話・奉仕活動などに参加し、コミュニケーションが取れました。 
 功労者は 1 回目、桑野さん、野尻さん、島田さん、山下さん、5 回目、釣部さん、3 回目、藤本さん、すごい功

労者の 13 回目の下田さん。 
 



 
 
 

５月２３日（水）１６６２回 例 会  
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 グランドゴルフ親睦大会：霞の郷グランドにて 

   三国 RC－5 名、丸岡 RC－16 名 三国ロータリークラブと 

合同例会  

 
 
 
 
 
 
 
 

グランドゴルフ大会 

成績表 

１位 前川会員 

２位 倉本会員 

３位 丸小会員 

 
 
 

髙嶋会長の最初の１打
目でホールインワン 
 お見事！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合同例会及び親睦懇親会   「小松屋」にて  三国 RC－21 名、丸岡 RC－27 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丸岡 RC 髙嶋勝美会長 挨拶 

三国 RC の会員の皆様、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・合同例会・懇親会に沢山の方がおいで頂きあ

りがとうございます。 
懇親会では大いに飲んで、友情を深めて頂けたら思います。 
 先日の新聞に三国に丸岡藩の飛び地が梶にあったとの記事がありました。異国船を

撃つための砲台を築き、現在も残っているそうです。三国 RC と丸岡 RC の繋がりが

あったのではないかと思いました。 
三国 RC さんとの合同で行っている新世代の野球大会・サッカー大会は今年も行われ

ました。三国 RC さんからお声がかりがあり、続けてこられたのではないかと思いま

す。今後とも三国 RC と丸岡 RC が手を取って前進し、切磋琢磨しながら拡大してい

けたらと思います。 
 
 
 
 



 
 

三国 RC 半澤政丈副会長 
丸岡 RC と三国 RC は近くで親しく切磋琢磨して、ロータリー活動をしてきまし

た。今後とも両クラブ力を合わせて福井の北のクラブとして存在感を示していき

たいと思っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５月３０日（水）１６６３回 例 会  

《病気で思ったこと・馬の背で起こったこと》 

（有）大宮亭 代表取締役 本谷  充 

神経の難病にかかったこと 

平成２年に急に目がまぶしく感じる、ストロボをたいた後に目がまぶ

しく見えるような感じ、風呂に入ると目の前が真っ暗で全く見えなくな

る、等々の自覚症状がでました。 

島本眼科に行きますと視神経炎と診断されました。副腎皮質ホルモンの

点滴を３日間、錠剤を４日間。それを１クールとしたステロイドパルス

療法が始りました。見えなくなる状態は治りましたが、今でもよくは見

えません。 

平成６年には足がしびれ始め、膝下までしびれるようになりました。左手にもしびれを感じるようにな
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り握力も落ちてきました。体はへその下から胸まで鉄板が入っているような感じで、風呂に入っても冷た

いところや温かいところがあるというような症状が出ました。どこの病院へ通っても判断できない、検査

をしてもわからないので、金先生に相談し、済生会病院の整形外科で脊髄の精密検査をしたところ頚椎

（首）に影が映っていました。普通なら歩けるはずもない症状ということで、今度は金沢大学付属病院の

神経内科での受診を勧められ、そこで、多発性硬化症と診断されました。まだ治療法が確立されていない

原因不明の難病の特定疾患ということで保健所で手続きをしました。またステロイドパルス療法が繰り返

されました。 

車椅子の生活・障害者から見たバリアフリー 

平成１２年には車椅子生活となり身体障害者の身となりました。飲みに行くのも車椅子では不自由でだ

んだんと閉じこもり状態になりました。 

７年くらい前に会員の野沢さんから、ニューヨークへ行かないかと誘いがありました。 

車椅子では面白くないと思いながらも、野沢さんの口車に乗り、ニューヨークへ行きました。ホテルを

出ると歩道がすべて車椅子でも上がり降りできる、店にも車椅子で入れる。驚きと素晴らしさに感動して

帰りました。帰ってから、自分の店の周りをみると、コンビニに行くのにも車椅子では不便。歩道の使い

づらさに改めて気付き、当時の東角議員に相談しました。おかげさまで、今では幅の広い歩道で上り下り

も便利になりました。しかし、丸岡総合支所など公共施設をみるとまだまだ不便です。スロープなどとて

も一人では上がれません。健常者の感覚ではなく、もっと障害者の立場、気持ちになって設計してもらう

ことが必要であり、今後は弱者に優しい施設が増えていくことを願っています。 

馬との出会いでここまで体力が回復したこと 

店では仕事らしいことはほとんどしていません。焼場にいるか水やりをしているかです。 

ある日、後輩の矢崎さんから、馬に乗ることを勧められました。以前、馬と同じような動きをする電器

製品を試していましたが、これといった効果はありませんでしたので、誘いを断っていました。しかし、

何度も勧めるので１回試してみようと思い出かけました。最初は 馬に乗るだけでも大変でした。上下、

前後運動と、電器製品とは全く違った動きに今まで使ったことのない筋肉を使いました。馬には 波足 

早足 かけ足とありますが、何とか早足で乗れるようになりました。週一回、３０分から１時間、３ヶ月

ほど続けると少々変化がありました。そして、一昨年の１０月２２日の朝、起きるといつもなら仰向けの

ままなのに、横を向いていました。そして、左足がピクピクと動きました。それから、みるみる良くなっ

ていき、今では杖をつきながらも、一人で歩けるまでに回復しました。

馬に乗っている時の振動が脊髄を刺激して脳からの信号をスムーズに

足へ送られるようになったのだと思います。ヨーロッパでは随分前か

ら確立されているホースセラピーというもので、ドイツではリハビリ

の保険が利く治療法だとわかりました。 

ここまで回復できたのは、馬の力です。今後は私の奇跡的な体験談

をお話して、このようなことでいろいろと悩んでいる人、苦しんでい

る人の力になり、手助けが出来る活動をして行きたいと思っています。 
 
 

 

委員 -島田利男・山本雅人・髙倉文寛・水崎亮博・野澤雄一・柿木満雄・杉本政昭・長谷川敬士 

クラブ広報委員会 委員長 - 山下健治 会報委員会 委員長 - 小見山修 副委員長 - 倉田教信 

丸岡ロータリークラブ 

会員数：４１名 例会場：JA 花咲ふくい丸岡支店３F 例会日：毎週水曜日 12 時 30 分  

事務局：〒910-0254 福井県坂井市丸岡町一本田中 34-2 (株)坂井商事内  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com
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